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LA REVUO ORI ENTA

KJOKKOŜA
EKSPORTISTOJ

kaj

IMPORTISTOJ
EN

Terkulturaj maŝinoj kaj trenmaŝinoj,
Motoretoj agrikulturaj kaj industriaj,

Ter- kaj ĝardenkultnraj iloj kaj 
medikamentoj, precipe insektmortigiloj, 

Arbidoj, semoj, agronomiaj kaj arbaraj el faritaĵoj

!!! ONI KORESPONDAS ESPERANTE !!!
Oficejo: TOKIO, Ŝiba-ku, Hamamacu-ĉo III-i 

Telefono : Ŝiba N-ro 821 kaj N-ro 287&

輸出入商

取扱 項目

耕作機械 :農工用小型: 農作園娈用 

器具藥品

:苗木種子及

トフクター :輕便發動機;
殊に殺蟲粉 ;農林產加工品

・旭光社漁
東京市芝區濱松町三丁目一養地 

電話芝ハニー番・二八七六番

---- 時勢に鑑みエスペラントを以て通信を開始す----



LA REVUO ORIENTA

LOKAJ GRUPOJ
（）はreprezentanto氏名宿所

◎ B本Esp學會竜京支部 Tokia E-ista So- 
cieto, Tokio.學會內（大井學）

◎余大 Esp 會 E-a Grupo de Tokia Im
peria Universitato・（迪町區上六番町8堀 

眞道）

◎一高綠星會 IdikO Verdstela Grupo, en I. 
Nacia Kolegio, Tokio.（小石川區小日向臺 

町一の44丘英通）

◎一つ橋 Esp 會 Hitocuba§i E-a Gropo en 
Tokia Komerca Universitato.（牛込區細工 

町3南野方由里忠晞）

◎早稻田 Esp 會 Uaseda E-a Grup , en 
Ŭaseda Universitato, Tokio.（東京府下田 

端六五三渡邊方藤間常太郞）

◎慶應 Esp 會 Keid E-a Grupo, en Kei6 
Universitato, Tokio.（麴町區下ニ番町五石 

原方粟飯原晋）

◎庄政大舉 Esp 會 H"ei E-a Grupo en 
Hĉsei U niversitato, Tokio.（牛込區神樂町 

二の十二都舘內仮田北里）

◎高千穗 Esp 會 Takaĉiho E-a Grupo en 
Takaĉiho Komerca Kolegio, Tokio.（東京 

四谷區簞筍町七四岡本博行）

◎靑山 Esp 會 Aojama E-a Societo en Ao- 
jama Instituto, Tokio.（淺草區京町二の 

七松本正雄）

◎成渓 Esp 會 Seikei E-a Studentaro en
Seikei Instituto, Toki〇.

◎成跌 Esp 會中學部 しa Liceana Societo 
de S. E. S., Tokio.（朿京府下池袋或蹊學園

內） ' ■ '

◎中央勞渤嚣院Egp.會 Esp. gr. en Centra
Laborista Instituto, Tokio.小石川區傳通

院附近善光寺內 

◎中央大學Hsp.會
versi tato, Toki 〇・ 

6件9羽甥俊男） 

◎專修大學Esp.會 

versitato, Toki〇.

Esp- gr. en Cdo Uni- 
（府下髙田雜司ヶ谷水原

Esp・ gr. en Senŝu Uni- 
（神田區三崎町三の一探

シマ方山ノ內朝藏） 

◎れ陵 Esp.會 Esp. gr. en Takuŝoku
Universitato, Tokio.（小石川區芝荷谷醱

洋IŜ會大舉阪井敏保）

◎ E!本大學Esp・會 

versitato, Tokio. 
方鈴木金之助）

◎ □本嫂道Esp會 

Ununigo, Tokio. 
田寬次）

Esp. gr. en Nihon Uni*  
（府下千駄ヶ谷626須崎

Japana Fervojista E-o 
（盛道音工作局車輛課富

◎東京學生 Esp.輔盟 Esp-a Federacio de 
Tokiaj Studentoj （罗會內）.

◎橫濱 Esp 斜會 Jokohama E-ista Societo 
Jokohama,橫濱市根岸町西芝生一 〇四・

（速水曲曹）

◎國際蔺業粥協會 Japnz Komitato por
Komuna Komerca Lingvo, Jokohama. 
（同上） ・

◎橫濱商業孚校エスベラント會 Esp. grupo 
de Jokohama Komerca Lernejo.（橫濱市 

西戶部一CQ七大內淸）

◎關貶學院エス會 Esp. Grupo en KantĜ 
Instituto, Jokohama励奈川町平尾前258
佐。木正雄）

◎浦;喜 Esp.會 Esp gr. en Urafla Nacia 
Kolegio, Ura«a.（柬京芝區白金弦町四三 

守駅ー）

◎橫須賀 Esp 協官 Jokosuka E-ista Asocio, 
Jokosuka.橫須賀市大瀧町六大橋方（小川 

梅吉）

◎日本Esp學會小田以支部 OdaCiani filio 
de J. E. 1., Odattara.网奈川縣小田鳳町 

十字町四の九五八（瀬宮豐建）

◎靜間エスベラント會 Sizuoka E-a Klubo. 
靜岡市水落町一の二八（高松邦太郞）

◎名古皇 Esp 協會 N agoj a E-ista Asocio. 
名古屋郵便局私書函四六（石鼎修治）

◎八高 Esp 會 HaOiko E-a Societo en VIII 
Nacia Kolegio, Nagoja.（同校內笠井善三）

◎名古屋高工 Esp.會 Esp. grupo en Nago*  
ja Teknika Kolegio.（同校奇帘舍森卯之 

助）

◎ H本Esp舉會京都支部 Kioto filio de J.
E. し京祁市寺町夷川蟹屋書店（中原修司） 

◎帝大 Esp 會 Teidai E-a Grupo en Kioto
Imperia Universitato.（京都帝國大學兽舉 

部ハ木日出雄）.

◎三高 Esp 會 Sanko E-a Grupo eo la. IIj



[4 ] LA REVUO ORIENTA

Nacia Kolegi〇, Kioto・ 安田男吉

◎同志社 Esp 食 D6ŝiĉa E-a Grupo en D6-
ŝiŝa Universitato, Kioto・（京 gj.市上京尿 

同志社大舉經濟科內鈴木保:守）

◎京都發大心P 會 E-a Grupo eu Kioto Me
dicina Universitato・（吉田町警大基督教苛 

毎會内大田裕） ；

◎京工 Esp 會 E-a grupo en Kioto Teknika 
Kolegio.（京郛市工業舉校太田矗一耶） 

◎大谷大學エスベラント會 E-a gciipo en
Oo tani Universitoto, Kioto （室町頑同學 

內細川憲秦） .N. L ,
◎高12エスベラント會 E-a gr. en Kolegio 

pri SilkraOpseieuco （洛北花圜同投內匾橋 

卓三）.

◎大阪？?大エス會 E-a grupo en Osaka 
Medicina Universitato, Osaka.（大阪市北 

區常安町大阪野科犬學藤方滅ー）

◎大阪佥商 Esp・會 Esp. grupo en Osaka 
Komerca Kolegio.（大阪市南區大阪!®尊 

商業學校內田中秀之助）

◎新舞逆 Esp 會 Maizuru E-a Societo.（京 

都府新契逸町北吸七七七山崎久藏）

◎岡山 Esp 會 Okajaina E-ista Asocio.岡 

山市三益町二〇:難波金之助）

◎岡山通商國凉語協會,Okajaraa Internacia 
Komerca Lingva Societo. 岡山市弓の町 

間山縣商品陳列所內（古田立次）

◎山口高誓學校Esp會 E-a Societo de 
Jamaguĉi Nacia Kolegio.（山口縣山口町 
八幡馬堀大橋末彥方春木保雄）

◎ H本Esp學會福岡支部 Fukuoka filio de 
J. E. I.（福岡市外箱崎町松原通藤野報衛 

門方松永之斡）

◎九州常人工スベラント會 E-a grugo en 
Kiuŝiu Imperia Universitato, Fukuoka. 
（伊藤'感之助）.

◎血兒島 Esp 俱樂部 Kagoŝima E-a Klubo. 
鹿兒島市高62町六九（重松逢一耶）

◎五离 Esp.會 Esp. gr. en V. Nacia Kole
gio, Kumamoto.（同校內工藤博）

◎日本Esp.肆會長崎支部 Nagaミaki Esp.
Societo. （.同市木石灰町39文化書院）

◎米子 Esp 會 Jonago E・a Societo, （«fŬ取 

探米子市日野町大塚逵郞）

◎金澤Esp會

金澤市鳥川町28阿閉溫三

◎四高 Esp 會 しa Esp Asocio de la VI 
Nacia Kolegio, Kanazaŭa.金澤市第四iS 
等舉校內圖畫敎室內（水多三郎）

◎金澤弟一中争エスペラント會 E-s grupo 
en Kanazaŭa I-a Liceo （會長栈艮吉村源2 
助丿

◎金澤第二中型エスベラント會Esp・ Grupo 
en Kanazaŭa II. Liceo松井慶太郞） 

◎新潟 Esp 學會 Niigata E-o-Instituto.新 

淘市旭町ニ雷町五二三七の1（木村貫一郞） 

◎沼垂 Esp 會 Nuttari E-a Asocio, Niigata 
新潟市沼垂町星醫院（星信雄）

◎舘野 Esp 策 Tateno E-a Societo en Aero
logia Observatorio, Ibaragiken.茨城縣筑 

波那小野川村舘野蟲府氣象耋內（大石和三 

郞）

◎ F1本E沖學會仙臺支部Sendai E-a Soci 
eto.外記町二八

◎柬北帝國大舉エスベラント會 E・a grupo 
en TĜhoku Imperia Universitaio, Sendai 
（エ學部鬲澤季生）

◎二高工スベラント會 Verda Vespo, enli. 
Nacia Kolegio, Sendai （试i矗丸桶）

◎北日木 Esp 會 Nord・Jap;iDSL E-a Grupo. 
| Akita.（秋田市«1116¢剌町藤田方近藤養 
!藏） ・ゝ .

I ◎船川 Esp 竇 Funakafla E-a Grupo, Aki- 
taken.秋田縣船川町（竹島豐雄） ..

◎毫海 Esp 學會 Formosa E-a Societo Dai- 
lioku.（童北市萬下茨庄頂石路一〇五蘇璧 

輝）

◎札幌 Esp 研究會 Satporo E-a Societo. 
Sapporo.（札幌區南大通西十五丁目角高瀨 

正榮）

◎小權 Esp 會 Otora E-a Socioto.（小樽區 

小樽高諄商樂舉校第二诗宿舍萩原賺造）

◎gg舘 Fsp 會 Hakodate E-a Societo.（國 

舘區千代ヶ岱高桑正吾） .

◎沖縄 Esp.會 Okiu祁a Esp. Societo, Nalia. 
那耀市外城岳下（比嘉春阴）

ーー（第31頁へ續4〉——



MINISTRO MENSO- 
GANTO

Respondo de la franca Ministro por 
Edukado, Ldon Bĉrard, pri lia fama : 
cirkulero triajunia.
Certe la legantoj ankoraŭ bone 

memoras pri la Jama fakto, ke 
la Franca Edukad-ininistro Leon 
Berard eldonis la 3-an de Junio 
lastajare cirkuleron, per kiu li mal
permesis instruadon de Esperanto 
en lernejoj sub sia kontrolo, pre
tekstante, ke Esperanto estas nur 
instrumento juniga u de Sovieta i 
Rusujo. Lastatempe la Ligo de la ' 
Homaj Rajtoj alsendis al la ministro 
petskribon，postulantan la nuligon 
de tiu cirkulero. Responde al 
tio la Ministro skribis al S-ro F. 
Buisson, prezidanto de Ia Ligo, 
jene :

Sinjoro Prezidanto,
Vi bonvolis, per via letro de 29. novem- 

liro, al rni transdoni la rezolucion voĉdo
ni tan de la centra komitato de Ligo, 
kiun vi prezidas, koncerne la instruadon 
Esperanto.

Mi havas la honoron sciigi v；n, ke inia 
cirkulero de la 眾 junio neniel ma Ikanas 
la altan celon, kiun imencas la esperantis
toj ;nii tamen ne opinias, ke Esperanto 
povas esti utile instruata en niaj jnjblikaj 
lernejoj, dum epoko, kiam gravas antari 
dio progresigi la instrufakoj n ekzistan
tajn.

Kiel vi bonvolis skribi, tiu cirkulero ne 
estis inspirita de iu ajn politika pripenso, 
ĉar la plej konvinkitaj esperantistoj apar
tenus al ĉiuj partioj, sed karaktero bata
lema kontraŭ naciaj lingvoj, kiun iuj e) ili 
dgnas al sia agado, kaj la malamikeco

文相の二枚舌
但し佛國文部大臣,ペラー,レ氏，右名な 

六月三FI附エスベラント禁止省令に 

對する苦い、云ひ譯

勿論我が讀者諾君は彼のフラソスの文部 

大臣レオヌ・ペラール氏が去年六月三口通牒 

を毀L,そしてその管下內諾學校に於てエス 

ペラント語を敎授すち事を禁止したミ云ふ 

事賓なまだ御記憶でわち事さ思ふ,そしてそ 

の口實ミ云ふのはエスベラントミ云ふもの 

は要するにサゲエト篦西亞の亦化の道具に 

過ぎぬしのであるからさ云ふのであった.然 

みに過般『人樓擁護同盟』が文相に請願を提 

出し 彼の通牒の取り消しな要求するに至っ 

た.それに對する返事ミして同大臣は右同盟 

の會頭たるナイソン(Ferdinad Buisson)氏 

宛に次の如・書を送り來した:

會頭閣下,

貴ドは去る十一月二十九H附貴翰も以 

て 貴下が司會せられてゐる同盟の中央委 

員會議決に係ろエフ、人ラント教授に関す 

ら決議な余に送逹して下さいま い:・

余・六月三日の余の通諜"決してエス 

ペランチスト達が目差してわる高い目的 

な無視する者ではないさ云ふ事を御通知 

申し上げち光榮な有します;然し余は工 

スベラントが带が目下の處では公學戎に 

於て有益に教授され得るものごは信こま 

^ぬ,それは現在の希課目な進歩せしめる 
のが何よりも目下の急斷でわりますから・

貴書御意見の通り該通牒は何奪政治的 

の意向がウちのではありませa何分自信 

あるエスベランチストはめらゆる嬴派に 

屬し彳字るからて・す・然し乍らエスペラン 

チスト中の或者達がその行動中にわら〔i 
してゐる國語に對するnfi嘩櫻や,エスペラ 
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kontraŭ la franca lingvo, montrita en 
internaciaj kongresoj de esperantistoj, 
postulis de rni prudentan sindetenon. 
Plie rni devas favori la studadon de 
fremdaj lingvoj vivantaj, kies progreso, 
malgraŭ la merito de la instruistoj» 
ne alrespondas ankoraŭ sufiĉe al niaj 
klopodoj.

Mi estas certa, ke tiuj klarigoj tre 
simplaj kaj tre malkaŝemaj vin konvinkos, 
kaj lje dank? al via alta aŭtoritateco, vi 
povas valorigi ĉe la centra komitato la 
kialojn, kiujn mi plezure donas al vi en 
tuta konfido-

I^on Bĉnard

” Mensogo kaj hipokriteco !"… 
...........tiel krias nia kolego „Le 
Mondo Esperantiste0 en sia januara 
numero. :

Ne nur en Francujo, sed ankaŭ 
preskaŭ en ĉiuj landoj de V terglobo, 
politikistoj ofte aranĝas mensogojn 
kaj eĉ fieraj pri sia mensogkapablo. 
S-ro Berard estis tro honesta kaj li 
tiun ĉi fojon forjetis sian maskon 
kaj sin montris kun nuda vereco. 
Li intecis malhepii la progreson de 
lingvo internacia Esperanto kaj li 
ankaŭ al si kredis, ke li tiel povas 
per sia aŭtoritata cirkulero, ĉar li 
estas unu el la sonĝantoj, kiuj vidas 
en sia lingvo la solan lingvon 
regantan la tutan mondon. Sed 
nun, post la militego, la stato de 
P mondo ne estas tia, kia li ĝin 
konsideras. La mondo estas malpli 
naiva, ol S-ro Mensoganto.

Esperante doni al li bonan lecio
non, mi citu la vortojn de L. 
Einstein ĉe lia morto: ,,diversaj 
malhelpoj povas pli malfruigi ĝian 
(de Esperanto) progreson, sed 
nenio povas malhepi al ĝia fina 
venko.0

Ni havas forton. Kaj ni povas 
uzi ĝin en la okazo, kie nin troe 
malhelpas obstina baro. [K.OJ

ンチストの國際大會に於て示されたおフ 

ランス語に對する敵對心ミ云ふねのむ 見 

ましては私し一考せざるを得去せん•それ

に私さしましては現存外國語の挛習の方

なひい»せればなりませm何分外國語學

習の進歩は敎師逹の立派な伎倆にし關ら 

Tごうも吾〇の苦心程にまだ充分行って

まdんから・

余4此の極ちて簡にして且つ極めて率

直なる釋明は責下な首肯せしめる二さ、

信じます,そして貴下の御地位む以てして 

中央委員會に於て金が貴下に衷心の信賴

な以て呈い:る此の辭明も價値わちしの 

たらしめ彳3・らち'事ミ信すらのでめりま 

す・ レオン・ペラ—，レ

『虛言だ,爲善だ以...... こ吾が同業『〃・

モンド•エスベランチスト』はその正月縣に 

於て叫んでゐれ 

フランス に於てのみむらず，また地球上

の殆んごあらゆる國。に於て政治家ざ云ふ 

しのは砥］二枚舌な便ひわけ,そして二枚舌 

墓おちに 得。ざしてゐるものでわれ 我が 

ペラー,レ君の如孑はまだ正直てぎる方で,彼 

“今度はその假面をかなぐりすて、全くの 

む3出しになって罷り出たに過ぎQ・彼は 

國際譜こしてのエスベラントの進歩を阻ま 

うざい又その權威ある通牒/敦す仇（工阻み 

得るしのだ过信じたのだ，それは彼は自分の 

國語が全世界を牛耳らべ»唯一の莒語でわ 

みなĥミ夢みてゐる人の一人でわろからマ 

ある.然し今日,大戰後に於ては，世界の大 

勢は貴公が考へてゐちが如・單純なもので 

は厶らぬ・世畀は二枚舌•公のように頭が簡

單ではない■

彼によい教訓な與へるためにレオがノレド・ 

アインシュタインの臨終の言・も引用し丄う: 

『色。な障碍が來ってエスベラントの進展む 

遲らす二ミはおらう,然し乍ら如何むろもの 

もそれが最後の勝利を得ち二きを妨げろ- 

さは出來ない』

吾G はヵも有ってゐれそしてもしわま 

リ頑固な障碍が吾。に邪寃4•する樣な場合 

I:はそれを使ふ二-も出來らの7二
，［小坂生］
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BLINDAJ ERPERANTIS- 
TOJ EN ISOBE

La homo estas vivajo de impulso.1 
Li ekhavas grandan forton de movo, 
kiam li ricevas instigon aŭ inspiron.

Ĉiafoje,2 kiam la fotografaĵon de 
D-ro Zamenhof, eterna bonfaranto3 
por Ia homaro mi rigardas, mi 
eksentas ian inspiregon・ Mi sentas, 
kvazaŭ Lia Spirito karese predikas 
al mi: „ Junulo ! Laboru por la
venko de Verda Stelo・ Tio estas 
via misio sankta tra via vivo."'

Ankaŭ tre grandan instigon don
adas al mi blindaj esperantistoj en 
Kobe・ しa fervoro, per kiu iii lernas 
mian karan lingvon, estas vere 
supermezura/ lli ofte diras kun 
entuziasmo : 打 Tiu ĉi socio vidas 
en ni specon de balasto.6 Tiu mal
ŝate mo venas de7 la fakto, ke ni 
estas tro sindetenemaj.8 Nun al
venis la tempo, en kiu ni devas 
ekstari el nia longa silento kaj 
senmoveco・ Jam ni havas Esperan
ton en niaj manoj・ Ĝi estas al ni 
la Iumo, la espero, la forto ! Alta 
estas ĝia idealo ! Ĉu povas ekzisti 
progreso homa, kie9 ekzistas nenia 
idealo ?

Bedaurinde19 ili havs neniun libron 
brajlan krom ,,Kurs-librou de S-ro 
Jagi・ Plie12 porblindulaj13 libroj 
estas ĉiam multekostaj?1 Ĉar mi 
bone scias ilian malfacilan kondiĉon 
lerni Esperanton, des pli打 mi admi
ras ilian entuziasm〇n・

Ho, karaj samideanoj vidantaj !l° 
Vi vidu la fervoron de viaj nevi
dantaj fratoj por nia sankta afero, 
kaj venos al vi benata instigo kaj 
inspiro, vi volas servi al la ヽrerda 

Standardo, simbolo de V Nova 
Sento, ne per glavo sangon soifanta, 
sed per sennacieca interkonsento de 
la popolcj.

[Mi kredas, ke vi ĉiuj bone scias, 
ke en Japanujo sin trovas tri famaj 
blindaj esperantistoj : S-roj Iŭahaŝi 
（Osaka）, Torii （Mijagi） kaj Kuma- 
gai （Hiroŝima'

gemicu Suzuki, 
Kobe

〔神戶に於ける盲人工スベランアスト〕1 
衝動の生物だ2 （寫眞も見ろざ）いつし3 
（人類に對すち）善行者4生涯を通じての（聖 

ま任俗）5 （エス諮を學ぶ热心は）非常なL 
のだ6吾。ね何が一種の荷厄介ものミ見 

倣す7ニう云ふ事實に起因する，それは» 

因巡すぎち 9理想な3所に人類の進於が 

わろうかio遺憾乍らiiプライユ式（點 

字）の 12それに13盲人用の14費用 

がかから 15だから益〇（感服すみ）16 H 
の見之み同志!fi君丄

委員より/
◎本年度一月からの雜誌は殘本がめります 

御入用の方は早く御申込み下さい。

◎本年度の集金郵便は何分暇がないのでの 

ぴのびになって土したが六月中には出すっ 

もりです。前に中し化通り一年分4取り立 

てます（二圓四十錢•集金料十錢ゝ計二五 

十銭

◎學會事務所へ御來訪の方は夜に願ひます 

（畫間は居りません）。午後六時から止夜まで 

ならたいてい誰か居ります。

◎エス學院出版徐告の本エフ、7 ソトS 
を學會の方へ御注文になった方が 三四あり 

ましたが,同學院へ轉送して;S* ました。二 

れからは直接同學院へ願ひます。
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A

FIŜO
Knabo manĝis unu fiŝon ĉe ves

permanĝo, kaj okazis tiu oi rakonto 
tiunokte.—

En valo blanka kaj mola, la 
knabo fosadas la teron per pikfosilo. 
Se li verŝajne ne scias, kion Ii estas 
faranta, ĉar liaj okuloj ŝajnas esti 
定rm让aj. Bruna fluido estas fluanta 
...........ne, ne, estus pli bone diri, 
la toro estas ŝmirita per la fluido 
bruna. Suno estas radianta tre 
ege. Kredeble li tre laciĝus, tiel 
longe losante la teron ; sed oni, 
strange, povas trovi nur unu peceton 
da tero fbsita> Ne miro, ĉar la 
knabo estas ja dormanta»

Dorme mi parolas : Fosante mi 
eniros en la teron, sub la monto tie, 
kaj mi en ĝi trafos unu malplenejon. 
En tiu malplenejo mi trovos — ? 
...........Ĉagreno ! mi forgesis,.......  
forgesis ? Ne, mi ne forgesis, sed 
nur ankoraŭ nii ĝin ne konas. Sen
dube. Bone mi fosos, fosos eterne 
...........kaj kiam mi fine atingos la 
malplenejon, ĉu ne malaperus la 
monto ?—

La sekvantan matenon la knabo 
balubte diris al sia juna patrino :

» Mi, mi nun scias,- ke fiŝo estas 
unu mond〇.“

Fantazio originale verkita de 
Cikara Saito, Tokio.

KANTETOJ
POST LA DISIĜO

UĴO NOGUĜI

Ne renkontis, ho, lin mi, 
Eĉ ne vikis, hof lin mi, 
Sed vilaĝon mian li 
Rajde pasis sur ĉeval\ 
Blekis lia la ĉevaf 
Kaj, ho, ĝemis ankaŭ mi.
Ne min povas vidi li, 
Sed por vidi venis Iie

* 4 ** *
LOTUS-FLORO

Ekfloris, ekfloris !— 
Kia floro ekfloris ?
Lotus-floro ekfloris.
Sed apenaŭ ĝi ekfloris, 
Gi subite sin ekfermis.

Fermiĝis, fermiĝis ! 
Kia floro fermiĝis ?
Lotus-floro fermiĝis 
Sed apenaŭ ĝi fermiĝis,
Jen subite ĝi ekfloris.

Tradukis 
Saĉio Ogaŭara,

Jokohama.

BIBO IOGRAFIO
I （新刊紹介）

©Vortoj de Konfucio, Parto Unua ・ ヱスペ 

ラント譯（T論諮』;el la hina klasika lingvo 
tradukis K. Ossalca ; Japana Biblioteko 
Esperanta, Serio II, N-ro 2, a ;10x 13 cm., 
p. 95 ; prezo 40 senoj ; eid. Nippon Espera" 
io-Sva, Tokio ;1923・
和漢の古典を正しくエス譯して世界の具 

眼荷に提供すろ绥は待に日本のエフ、ペラン 

jディえトのオ擔に殘されたら人類族仕の一 

!方面であち。亡羊の嘆に暮るる文化人が漸
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く古典も回顧0ん芒する趨勢の著しくなっ 

て來た今日に於て待に其感が深い。右の委 

求に應ずみ第一聲さして本書の表れr： tiix 
陵賀すペ・事でわみ。

澤者はPerloj el Orientoで和漢の古典论 

巧みに取扱って妙腕も調はれたみ小坂氏。 

Stilo （1libera であって !1つ originalo に 

fidelaで外る。本篇は學而第一から郷黨第 

十まで卽ち論笊の前半で歐米人にし合點の 

行く冴龙た飜釋根りゝ殊に君子周而不比や 

使民戰栗の邊の如3、老手誠に敬观の外は 

ない,例へば「嘏ノ 〇一字を場合に丄って 

respektemo, etileno, ceremonio 等さ認し分 

けられたのし極めて制切であろ。只若干の 

文字の譯に就ては尙多少の考究の餘地わち 

かに思へる10 1^いではない。「君子」“ 

virtuloミ闕されてゐみが孔子が容易に人に 

許きぬ「仁者」さ同じ語ざすみよりI「小人」 

（homaĉo）に對して normalulo, dcculo, lati- 
etikulo導が適當でめらうさ云ふ異説し立ち 

得る。「仁」は或“ homecoさなり或はho
mamo さなって居ちがhomamo戈はhomar
aneco が符合すちさI云へよう。然し古典に 

藏さる、個々のideojを如何に薛出すべき 

か“尙將來に殘されたる研究/rr（・わって 

一氣呵成の全譯に當って多く顧みるも要し 

ない。呢し角二千餘年前の古聖の語錄の內 

容を最も親切に且つ便宜に紹介し7：^もの 

さして本會は决して間然する所はない。安 

んじて外人にt rekomendiし得ペ3は勿論， 

□本人も此の見事なるエス譯出現が機會ざ 

して我。の過去のgenemciojに善惡ビなく 

influiした二のvortojをエス韶の研究人兼 

れて通諛せられたいざ思ふ。

二三の誤植及遺脫は吹版ミ共に正誤せら 

れんこさ％期待すち。〔井上〕

◎エスペヲント槪論。法學士川原次吉郞習; 

10X13 cm, p. 70 ; prezo四拾錢，郵稅四錢; 

柬京エフ、ヘラソト同人社發行。

艇に出た同著者の『エスペヲント獨盟書』 

中その特長さして人〇が推賛した前篇、エス 

ペヲントミは何ぞや、外歷加・現狀爭の概略 

を就述したものを別册さして發行された。 

◎正則エヌペヲント講義錄，第一卷•（非賣 

品）;10x14 cm ; p.116 ;東京世界思潮研究 

會数行（僉費"每月分納金二圓,全期衣卷- 

時拂五圓。振替東京三ハ四ニ九番）

小坂秋田兩元老を除いては新進氣蜕の大 

家連が何れもその浮意ミすみ科目隹分擄執 

筆されてゐち特艮あろ講義綠である。卷頭 

に秋田雨卷氏が『エス乂ランティストの使 

命』さ題して『不正な者,曲んだ者,不合理 

な者に對して正しく戦な宣告し得み者こそ 

エスベランティストだ。何で1いゝわ,學者 

ぶら者，中立ぶる者,怖ろ者;疑ふ者,逃げろ 

者誤問化す者“エスペランティストであり 

得ない……私達にはエスペヲント“米の飯 

にむらなければならない。洒落に外風語を 

やちゃうな氣持の人はエスベラントをやら 

ないでもらひたい。有難迷惑だ!……』さ喝 

破され、次に『發音』は發音舉に造詣深3小 

圾氏が極めて通俗に發音を講じて居られち 

（十三页）。『文法』は北川三郞氏の執簞で，語 

ざは何ぞや，文さ“何ぞや过云ふ根本

生氣圖剌たる筆致で縱渍無蛊,千變萬化,迎 

按に啜なしさ云ふ自由さで論じ立てられ，し 

かも而白く愉快に谀ませみ所痛怏である（五 

二IX）。『文例集詳解』!X川缺法學土（十頁） 

『會話』は金口常三黑氏（ハ頁）は何れも適射 

適所で巾し分なき購義饯であみ。,に『作 

文』を北川氏が文法ミ呼應して秉を取られ 

てゐち（十頁）。課并講茂さして小坂氏の『说 

際語潸識。:はい7,第一章人類語の起原』 

及 上野商專會社艮の『通商磋きしてのエス 

ベラント』等がそへてある。談柚“處〇に 

見受けられろ。例へぱ『ぼーろ』（!『ばーろ』 

（發音p. U）, Ia amiko （Iuの誤柿?）（文法p. 
61）, la viaj （la |!不耍?）（同）sepcentsesdek- 
n忍（同52）『基本敬詞の前Iニは冠詞をつけな 

い』⑺（會話P・8）〔堀〕

◎ Krucumo, de Aleksandro Drozdov ; el 
susa tradukis N・ Hohlov ;12x 18 cm ; p. 
55 ; eid. Sudslava Esperanto-Servo, Zagreb ;
1922.
革命後のロシャ“革命せられたみ文學& 

生んだ）文に於てし單語に於てt語法に於 

ても新しい形式ミ生命さが生まれた。ドロ 

ズドゲは革命後のロシャ文壇の一方の旗頭 

であち。おリシェゲイキの首・頤,帝政時代の 

R吏で帝政华代の思想の代丧たるその父，父
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を殺すのが网家のたちださ思ひ込んで父を 

殺すその子。革命ロシャの 第くろしい,4ビ 

むごし讥，然し捨鉢な安易さのコtmosfero。 

譯文は相當革命せられ7:ちロシャ語の文脈 

かった尢みに成効してはゐみが，力:ほ處。に 

さ•ごちない未熟さがほの見龙みのは遺憾で 

あみ。譯者“語をもう一ミ勉强する二 5 

要すみ。

◎ La Oficiala Radikaro, kun enkonduko kaj 
notoj, de E. Wiirster ;10.5 X16 cm ; p. 81； 
prezo 0.90 svisaj fr.; Esperanto-Verlag El- 
lersiek & Borel, Berlin ;1923.
單語のradikojには自こ名詞,動码形容 

詞等の槪念が含まれてゐろから,radikojも 

かく分類する必要がおみ。水書はザメンホ 

フのUniversa^ Vortaro,エフ、人ラント學士 

院のu.v.の第一乃至第三回增補にかゝわ 

ろradikoj %鋼羅し，各radikoが名詞,動 

詞,形容詞的の何れであるかな示すために夫 

〇の語尾をそへたものでわあ。ニれはエス 

ペラソト造語法がイードなぎより錨理的で 

あみ•ニミを示す極めて凰要":コミである。 

例へばbros*  （!名和の語根で且つ逍具を示す 

ものでめら:bros^if«〇.依てEチラッシ 

をかけろ过云ふ動嗣』は單,にbrosi = 〇4ミ 

すればよく』プヲッシ』さ云ふ名詞（道具）は 

bros'il'o = il ii'〇さすち必耍なく bros?〇さす 

れぱよい（但し是は〇-〇过云ふ形式になるが 

語尾の•〇は文法上の役目を示す便宜上ple
onasmo として許容せられるもの）.

◎ Elektitaj Humoraj Rakontoj, kolekto de 
B.E.A. N-o 4 ;10x 13 cm.; p. 24 ; prezo ? 
Brita Esperantista Asocio, Londono,1922・
嘗、 The British Esperantisto 及 The 

Esperanto Monthlyに揭載され讥最し面白 

いhnrnora 話九猛な禅め讥もの,中漳程度 

の講宜會の讀木さして適當でわろう〇文體 

は何れも正確でめろし,少しく英國流のいけ 

すかなく上品なhumoroで任わるが兎に角 

面白いからでfoZ）〇

工劣弩利^^

〇 

n
 
n

-ro
 
c

da 

い

Nipp
tn

ENLANDA KRONIKO
〔內地報道〕

◎TOKIO.—Kurso en Imperia As
ocio por Edukado estis dafirigata 
en Majo sub la gvido de S-ro K・ 
Macuzaki kaj K・〇ssaka.—Novaj 
klasoj de la kurso aranĝata 
B. Akijama, direktoro de la 
Esperanto-Gakuin, komene 
Centra Budaista Asocio,
En la unua tago de V kurso, ves
pere, la 3-an de Majo, oni aranĝis 
specialan lekciaron por la kursanoj ; 
parolis

S-ro B. Akijarna : malferma sa
luto

S-ro C・ Kaneda : pri Esp. mova
do.

S-ro K. Ossaka : La Forto (en 
Esperanto), interpretita de S-ro 
K, Macuzaki. '

S-ro M・ Murata : ri dparolado 
de Esp, ね

S-ro Kaŭahara.
Preskaŭ cent personoj sin enskri

bis al la kurso.—Vespere la 16-an 
de Majo, J.E.I. kaj Tokia Studenta 
Ligo donis specialan festenon por 
beni la junajn samideanojn, kiuj 
lastatempe sin gradigis ĉe Univer
sitatoj kaj aliaj kelegioj ; partopre
nis 20 p・ Uzante la okazon oni 
invitis S-ron Kcbajaŝi, kiu per ?〇・ 

jara pena laborado ellaboris si^n 
sistemon de internacia skribo (fone
tika signaro) kaj aŭskultis al lia
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1000 personoj. [Vidu fotografaĵon]!lekcioe一Vespere la 17-an, Sckai 
Ŝiĉo Kenkjuu Kai (,,Societo Stu
danta pri rFra inondaj Spiritoj14)» kiu 
kommencis eldoni serion de kores
ponda kurso de Espリ aranĝis en 
Asocio por Kristanaj Junuloj, Kan
da, vere grandeskalan propagandan 
kunvenon. La salonegon, parteron 
vastan kun etaĝaj balkenegoj, pleni
gis pli ol du mil aŭskultantoj, kaj 
ilian atenton altiris la paroladoj de

D-ro A. Oka : Estonteco.
S-ro T・ Ueno : Esp. en koinerco 
S-ro Ossaka : La homaranismo, 

spir让〇 karakteriza de 1'nova 
tempo (en Esperanto), inte epre ・ 
tita de S-ro S・ Ŝindo・

S-ro 了・ Kaŭahara : Esp・ movado. 
Solkantado de F-ino Iŝubnov kaj 

de S-ro S. Sagara, kun forte
piana akompano de S-rino 
Bubnov.

F-ino Alexandcr : Bahaismo kaj 
Esp・(en Esp,) interpretita de 
S-ro Aŭaibara.

D-ro N. Kii: Esp scienca espri
milo.

S-ro Ujaku Akita : Kreo de ling
vo, kreo de V vivo.

La koresponda kurso (eldonota en 
ses volumoj) jam akiris pli ol mil 
aliĝintojn.—De la i-a de Majo, en 
rokia Normala Kolegio, okazas 
nova kurso por urm monato, sub la 
gvido de S-ro M. Curuga, stud.; ĉe 
la komenco de V kurso parolis pri 
Esp> S-ro J. Tojokaŭa, nia energia 
batalanto, gradigito de 1'Kolegio. 
La 12-13・ de la monto, okaze de 
memortago de Kolegio, estis aran・ 
言让a Esperanta ekspozicio kun 200 
libroj, poŝtkartoj, poŝtmarkoj, k.c. 
en la ĉambro “Esperanto" de la 
studenta pcnsionio ; ĝin vizitis pli ol 

Kurso de Esp. por junaj liceanoj 
okazas en Tokia Tajlora Lernejo, 
de la 20-a de majo ĝis i-a de julio, 
po tri bonoj ĉiudimanĉe, sub la 
gvido de S-ro K. Arai, J. Kimura 
kaj S. Janiazaki; 25 1.—Aprilo 30リ 

Aojama Studenta Grupo Esp-ista, 
en Aoj ama Instituto, havis kunve
non bonvenigan por novenirantoj ; 
S-ro Macu moto faris grandiozan 
paroladon antaŭ ĉirkaŭ du cent 
studentoj kaj ni grandege sukcesis; 
ekzemple la direktoro de nia Kole- 
ĝia Fako, D-ro ĵabuuĉi, estis forte 
konvikinta pri la vera valoro de 
Esp・ Poste ni havas kurson sub 
la gvido de S-ro Kuranaga・(Ra
portita de L T・).
◎JOKOSUKA.—Vespere la 12-an 
de majo, en la urbdomo, Jokosuka 
Esperantista Societo aranĝis pub
likan k u nv enon de propagando. 
Okazis paroladoj antaŭ 200 aŭskul*  
tantoj

Malferms saluto de societano.
卄Edukado kaj Esp." de ĵ. Kat!レ 

hara. •
„El Japanujo la mondkulturo0 de 

Okumija, Urbestro.
„IIo, Jokosuka la kara" de K. 

Ossaka (en Esp) inteapretita 
de K. Macuzaki.

尸Mi trovis, mi trovis" de Ŝimizu, 
direktoro de Kanagaŭa Agro- 
nomia Lernejo.

„La lingvo" de M. Inoue.
Post la lekciaro oni havis vere 

amikan noktomanĝon kun belaj 
paroladoj.
(〇)KIOTO. — La l-an de Majo, 
samideanoj de Sanko, kaptinte la 
okazan de la festtago de tiu kolegio 
kiel kutime okazigis eksoozicton
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Eeperanta Ekspozicio de V Tokia Normala Kolegio.

esperantan ; dank1 al la klopode^, 
kiuj daflris ĝis profunda nokto, ĝi 
donis neforviŝeblan improson al 
ĉiuj.一しa 5*an  en Sanko bonvena 
kunsido por novaj samideanoj ; ĉe
estis pli ol 4〇.一しa 9-an ĝenerala 
kunsido de Kiotoaj studentaroj 
okazis sub la prezido de S-ro 
Jasuda; oni kun agrabla impreso 
disiĝis.—Nuntempe grupo en ĉiu 
lernejo estas okupataj por havi 
multajn novajn samideanojn je kur*  
soj. =
©TOKATA (Fukuoka).一Post ki
am mi alvenis ĉi tiun urbon en la 
lasta Septembro mi klopodis por 
nia kara Esperanto- La kurson 
aranĝitan de mi vizitadas 120 p.; 
pli ol 20 daŭrigas nun kun neordi- 

ura fervoro sian pluan studadon. 

En Novembro ni fondis Esp> grupon 
en Meiĝi Tekunika Kolegio kaj 
akiris 140 samideanojn ;lastatempe 
80 nove enirintaj studentoj aliĝis 
(Rimarku : studentoj nove enlastaj 
ĉiujare ĉe nia Kolegio estas nur 
1 io, do pli ol 70% da novuloj 
esperantistiĝis !卜 La kurso nova 
okazas dufoje ĉiusemajne, po kvar 
horoj> (Raportita de J. Hatamura). 
(O)AMAKI (Fukuoka-ken). 一 De 
majo 12. Asakura liceo donas mez・ 
gradan kurson por finintoj de la 
elementa kurso, kiu estis donata 
de marto;la gvidanto estas prof. 
Kirata・ Po du horoj ĉiusabate ; 
20 1.
©MACUZAKA (Mie-ken),~Kun 
plezuro mi raportas al vi kc en 
Macuzaka niaj sanktaj aferoj iom
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po3t iom progresan En Macuzaka 
komerca lernejo studentoj 4寸arkia- 
saj (S-ro. Uĉijama kaj S-ro. Jeno- 
moto) gvidis kurson por plijunaj 
studentoj, de la 167 ĝis la 24-a de 
Majo sub mia helpgvido. ĉirkaŭ 
7〇 studentoj ĉeestis ĉe la kurso. 
Atendante la fervoran propaganda
don okaze de la pleniga ceremonio 
de nia lernejo (5，6, kaj 7-an de 
Junio. (Raportita de H. Kamo), 
©FUKUOKA (urbo).一Estas ne- 
direbla granda ekstazo； ke ni hodiaŭ 
povas sciigi al vi pri la nova naskiĝo 
de nia grupo en Fukuoka Nacia 
Kolegio. Ni sincere petas viajn 
ĉiamajn helpojn al nia malgranda 
verdastela rondeto. (Raportita de 
K. Tokunaga).狷岡高笞感校エスベラ 

ント會ゝ代表者同枚脊宿舍盥永一臥 

©HIROŜIMA.—De majo 5・ Iliro- 
ŝima Ateneo Esperanta aranĝis sian 
unuan publikan kurson, en Muzeo 
de Iliroŝima Supra Normala Kole
gio, kun 50 L sub la gvido de S-ro 
Kacuĵi Nakamura, nieterologo, per 
lernolibro de K・ Ossaka. La finin
toj de la kurso formis studklason 
daŭran・一しa 14-an de Majo, en 
Kafejo 打Brazil" oni aranĝis kunve
non dankan al S-ro Nakamura kaj 
bonvenigan al novaj adeptoj・ Ĝin 
partoprenis interalie S-ro T・ Maeda, 
nialnova samid., kaj S-ro K. Nanba, 
samid, cl Okajama. S-roj Naka
mura kaj Maecla estis elektitaj kiel 
konsilantoj, kaj mg. T・ Kumano 
estis neve aldon让み al la sekretariaro. 
(Raportita de Morimoto).
◎ KOREUJO (ĈOOSEN).—Nove 
fondigis jenaj grupoj en la lando :

Fuzan Kornera Verdas telo 釜山商 

慕絲星會(釜山岡滎筆松內〉

ĵinscn Esperanto Grupo 仁丿li エス 

ペラくト會(仁川宮町匕十二番地)

Heiĵoo Esperanto Grupo 平填エス 

ペラント會•く平壤樱町平南毎FI新聞社內)

ĉinnanpo Esperanto-Grupo 鎭南浦 

エスベフント會(鎭南浦公立商匸學校內、代 
表者小野忠正) へ

©DAlREN(Darnio).—ĵus fondiĝis 
Daircn Esperant〇-Gruo〇.

©TOTTORI.—Okazis vere sukce- 
sa propaganda kunveno, ĉe kiu 
parolis S-ro Ujaku Akita el Tokio 
kaj aliaj.
©KOBE, — La anoj de PKobe 
Parolrondo Esperanta aranĝis la 
grandan propagandan kunvenon la 
1971】vespere de majo ĉe la salon
ego de la J.K.A.-Domo. Laŭ 
via konsento mi jene raportos iom 
detale pri tio. Antaŭ ĉio oni dum 
tri semanoj laboradis por la kun・ 
veno, presante I200 programojn, 
;1000 anonciloji\ 400 afiŝojn, ktp. 
! —La tagĵurnalo ,,Osaka Asahi" 

1 afable konsentis nin helpi kaj oni 
enpresadis la programon en ĝi dum 
tiu semajno. Potenca helpo ĝi ja 
aldonis. La J.K.A. Vira Ĥoro 
intence laboris por ke ili du kantojn 
kantu bone, kaj anlcaŭ fremdlanda*  
noj tre serioze praktikadis kantadon 
antaŭ la kunsido, kiuj ĉiuj aldonis 
multon al la kunsido. Kai jen 
alvenis la vespero atendita. Kvan*  
kam samvespere okazis ĉe la Kansei 
Gakuin la koncerto de F-ino Ogura, 
gesamideanoj kune kun ne-Espe• 
rantistoj ekplenigis iom post ioni 
kaj fine sidiĝis entute ĉirkaŭ 350 
personoj por aŭskulti paroladon 
farontajn. S-ro inĝ. Itozaki mal
fermis la kunsidon je 19.30 】】・;金1 
'la prezidanto, kaj sekvante tion be- 
!lege kantis la J.K A・ Vini Ĥoro
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Esperantista grupo en Kagoŝima Agronomia kaj Arbarscienca Kolegio.

anian kanton de Heine ,,Die Lore・ 
Ici" esperantig让a. S-ro Takai, de 
Kobe Alta Komerca Lernoj〇. sekve 
parolis pri Esperanto, klarigante al 
sia aŭskultantoj kiel ĝi sufiĉe taŭgas 
por internacia komunikado. S-ro 
Majeda elokvente faris paroladon 
Esperante sub la t让010 de „Nacilin・ 
gvo kaj Lingvo Internacia,^ kiun 
b〇ne tradukis japanen S-ro Tokuda 
de Kansei Gakuin> Poste mi faris 
recitadon de la poemon ,；La Vojou 
de Dro Zamenhof mem. Kaj la 
anonco de V kurso okazonta estis 
farita de S-ro Ueda dum la inter
tempo. La kantado kvar voe a de 
.；La Espcro" komencis la Iba 
parton de V program〇. Tiun kan
tis nia fremdaj samideanoj t. e. 
Fraŭ! inoj Gallowayf kaj Meyers,

Sinjoroj Vaughan, Bishop, kaj Som- 
mer. S-ro Kinnes ilin akompanis 
ludante pianon・ーKiam ili nnis 
kantadon, tre forte oni bisis kaj, 
respondante al ili, r-mcj Gallo\vay 
& Meyers, kaj S-ro Bishop en 
trio belege kantis alian Esperantan 
kanton. „En la sonĝo.u Plejmulto 
da aŭdienco unuafoje aŭdis Espe
rantan kantadon de fremdaj sami・ 
deanoj kaj tio ja plaĉis treege al 
ili. Ĉeestis ankaŭ kelke da ge- 
fremdlandanoj・ ・〇 Susuki de 
Kansei Gakuin japane parolis pri 
^Espera nto kaj Japan ujo.u Sekvis 
lin S-ro Vaughan nia malnova 
batalanto, tre lerta kaj sperta・ しi 
kun fluanta parolmaniero diris kelke 

| da mer让qj de nia lingvo kaj S-ro 
rFokuda retradukis. Fia nne la J.K
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A・ Ĥoro en glora espero kvarvoĉe 
kantis la kanton de ,,La Tagiĝo" 
kaj la kunveno sukcesege finiĝis< 
Notinde estas, lce kelkaj samideanoj 
venis el Osaka tiuvespere, kun kiuj 
oni poste havis teo n kaj babiladon 
kaj ĝojige adiaŭis unu la alian je 
23-a h.—Dĉ la 24-a komencis la 
kurso por urbanoj por io tagoj ĉe ] 
Ia Ŝojn ĵogakko, kiun gvidas S-ro 
Susuki. Ĉirkaŭ 50 p.—La 2l-an 
de aprilo oni aranĝis Esperantan 
tagmanĝon ĉe la Lyman
kaj ĉeestis F-inoj Oaht,
Galloway, VVocdbridge, Gesinjoroj 
Brailsford, S-roj, Lanci, Young, 
Ilausherer, kaj Okudaira.一しa 3-an 
de majo, Esperanta teo ĉe la Domo 
de S-iijo King. (rap< de Okudaira).

地方會表中の訂正

◎北九州エスペラント會代表者松本規囊 

◎神戸高商エスベヲント協會代表者高井修

◎靑山エスペラント會代表者市外淀橋町柏 

木一〇六一松が正雄

◎松本高等學校エスペラント會代表者同校 

內小松曳彥

◎同志者エスペヲット會代表者重松太喜三 

◎尾道エスペラント倶樂部。同市土堂眄四六

美浚.屋商店內、電話!85雷、振替大阪!H2.

EhSTSRLANDA KRO
NIKO

海外普及槪况
©AŬstrujoでは粘學校の科目にEsperanto 
加編入する目的でSchamanek氏がWien市 

I二於けち諸學校の教員に待別講習ね行って 

ねち〇

◎英國のLancashire及びCheshireエフ.人 

ラント同盟の第38 回 Kvaronjara Konfe

renco ざ年會さが?restonの市役所で一月 

十三日Iこ開他。市艮J・Dewliurst氏は六十 

八名の代表委員む歡待しその勞を多さしヱ 

スペラント運動の成功も祝し'T:。

◎Leipztigに於けち製水業普國際會議の際 

イグリーの代表役一同“將來に於けろ會議 

用縉ざしてエスベラントを使用すべしご提 

案した。本提案は重大むみ問!Bにつき評議 

貝會に依て特に研究する二ミに"った。「 

◎フ、ヨーデンGiivleの工桀夜學枚には國庫 

!りの補助によってエスベラント加敎授す 

る二过に決定。

◎アメ \）カの124 Columbia Heights, Brook- 
1/n, N.Y.に中央事務所を有すち阈際聖書研 

究會は人類の來るべきora epoko 金時代）

の世界語ミしてエス乂ラントを探用せろ:■ 

壬は嘗て本誌に報じた。同會の機關雜誌 

Golden Ageにエスベラン］、の記事•滿戴。 

◎支那では猱に賦東、上诲等に講習が開かれ 

弋蛊んに宣侮。先般F!本に滯佶してゐた□ 

シアのInocent Seriŝev氏よりは最近逋信炉 

ないがĤarbinに猛烈な連動を起し・Krug- 
likのKolegioにエス人ラントな教授科Hに 

編入する!"二成功した亠世界を家过すお彼 

Seriŝev |!到ろ處で健げにL愆闘遍歷の旅も 

してゐる。和,舉を若て滔々數千离音を瞬間 

に連门て平然ア:る好漢 早口家Esperautisto 
の健在を祈る。

◎梢く舊関に屬すろが咋年十二月十五日に 

ペ那ン大挈でZamenhofの誕生會が開かれ 

多數の、殊に學生の參會者が多かったが中 

でし中華民風大統領及び文部大臣の代表者 

し加った。座長Dro. Y. P. Chai （北京大學 

總艮）はエス乂ラントを以て流轄なる開倉の 

辭ね述べエスベラントの必要に筋き热辯を 

振ひ、例のV. Eroŝenko氏がEsperoの詩 

な歌った〇 次に Prof K. K. Sun, Sro. Lin. 
文部大臣代表者の演説おり、右名なるDro. 
Well ington Kuoはエスベヲントを購揚し,、 

外究舁に於けろ國際語の必要に論炭した。 

吾人は北立大學の爲めに祝する:i同時に新 

れなちカミ1923年に於ける偉人なるEsper
anto の戒功を祈ら。

©Pollando に於て“一月二十H Lublin |： 
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てSro. Prosk!の公開谶說わリ。同時にエス 

ペラントの展覽會な俺して盛會。

◎咋年十二月ブラウルの存名な代議士 Joŝe 
Augustd博士はブヲジノレ議會に於て提案し 

て日はく U Kolegio Pedro II呃にあらゆろ 

國立學校に於てエスペラントに關すみ試驗 

制度な設くる法徉4•作られたい』該案は教 

育委R附託さむり十二月十二日滿墙一致を 

以て探揮さむった。尙エスペラントにさつ 

て甚だ好怠めみ報吿も探用になり該報告者 

S-ro Tavares Cavalcanti は十二刀二十［ĵ 固 

會に於てそれを讀んだ。Akademio Litera
tura の會員ナ：ろ S-ro Augusto de Lima |1 
十二月二十二Uエスペラント賛成の流麗な 

る演說む第二委R會に於てない:。二十ハU 
遂に右の法律は滿場一致可決きむりSenato 
に廻はさた。（Lilio）

感謝の辭

東北北海道同志諸君

我等一行が御地宣傅の旅行中 

は一方ならぬ御盡力を忝くしま 

した。この段厚く御禮申上げま 

す。尙ほー々禮狀を差上ぐべき 

答の所御名前うかやひもれもあ 

り誌上にて御禮中し上げiす。

1朿北北海道宣傳隊一行 
佐ん木孝丸 

石黑修治

今度學會の東北北海道宣傅旅行 

隊が御地へ出張中はいろいろざ御 

盞力をいれTき御蔭をもちまして 

IĴ本普及史上輝かしい宣傳の効果: 

を錄すらこざを得ました。深く御 

谡申上げます。

□本エスペラント學會

曄
炎
夫 

善
好
久 
s 

川
本
村 

豐
岡

委員より
◎地方の會には我が｝1本工"ヲント型會 

ミ［I本エスペヲント『社』、エスペラント『同 

人社小U本エスベラント『學院』等な全く混 

同して居られみ方が参く,送金等の間遼が多 

くありますから此の際觀:明LĤ置きます。

『學紀）は說明する迄い"日水に於げろ 

普及の公共槪關、皆樣方のものです・0・社』け 

替師押山先生の經特すろエスペラ”ト圖書 

發行所及常設講習會務で、貧乏な學會がなし 

得なかつナ:過去苦しい普及時代に 敢然圖?! 

饺行を引》受けて下すった出版業所です。從 

って私的機關です炉その講習僉には學會の 

委員が出て 教權を執ってゐみ。『同人社』は 

日本エスベラント界の生氣潑測ヽ雄心欝勃た 

み新人、翌川、川原ヽ上野ゝ小林、谷の五氏の同 

人が經營せられる所。川顶氏の獨習書及速 

戚教科書の發行をやって居られヽエスベラン 

ト事萊に重ゝをなさんさしっゝわち。

『學院』は獻身的なる普及者秋山文陽氏が 

私財を抛って經營せられてゐろ謁習會で、近 

＜『口本エスペラント』ミ云ふエスペラント 

主義鼓吹の小雜誌發行の計il!がある。未だ發 

行の遅に至らぬ樣であみが エスペラント鉛 

普及の◎め吾令“その出現の一 LU早から

ん°こな祈っしゐる〇

勿論『祇』で發行せられろ圖書は!?學创! 

で取り次ぎ、學會入會（i『社』でも受けつけ 

ろ。然し唯・混同して社の方へ手紙を出して 

注文して學會の方の振替へ拂込も'むこの混 

同がない樣に。振替口座苗號は:

鸥& （東京11325 （一般會計用）
"I東京32089 （基本金專用）

社 東K 51613 同人社 東京11610
學院東京18941

◎委員井上法學士は仙毫駅助役.長谷川法學 

士は東京地方裁判所附司法官試補きして孰 

れも實皙の苦役に就かさ。

◎舉會戈委員豐川、岡本氏、會貝中村喜久雄ゝ 

佐〇木孝丸、石•畫修治氏より成る宜侮隊な仙 

臺、盛岡、胥株、蹄、小櫛、札幌、旭川、室 

闕、秋田 米澤、山形。各地に巡廻せしめて 

宜傳擢演を行った。到ろ折大成功この報が 

來る。來月鉞には詳細の報道なします。
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質疑應答
©Preskaŭ ne estas eble tro kalkuli la valo
ron de ĉi tiu venko por Esperanto.（前。翳 

p・50右侧）の直譯ミtroの形容すろ語を教 

示を乞ふ。

〔答3『エスペヲントにさっては二の勝利 

の價値は實に量り過ぎみ二さな得ない。』が 

直澤ですが、"〇の前にneがわお時は『常 

にいくら...... しても......・し過ぎる:さは

ない』の意昧。二の昜合しその勝利の價値 

の偉大むるこさ“實に晟り知れないの慰さ 

なります。troはkalkuliを形容します。 

kalkuliの前にmulteがあろtのざ假定すみ 

さよく分かります。「勘定し過ぎろ」慈昧で 

す。例

Oni ne povus tro laŭdi la kuralecon de 
la knabo・（其の少年の勇敢なこさは到底賞 

誰の言葉しない位だ。）

◎Mi redonas al vi........ mi renkontos vin. （p.
59）のredonasざrenkontosを說明して下さ 

い。

〔答〕redonas （1 redonos の誤植です 〇 

◎Ĵaŭde, 8. Marto. Bela. （p. 60） I-於て曜 H 
"eで終り、天候は!!の沿尾Cfe 3由來を 

說明を乞ふ。

〔答〕何も由來はありまぜん。簡卑な尊 

ぶ日記體にはEn Ĵaŭdoさすち代りにĴaŭde 
さい:だけのニミ。尤も名訓のまゝで了addo 

でもよい〇 BelaはBela （vetero）の略で 

す。;Bele TI!ろしい。英語の日記ならば 

Thursdavさしますがなる丁 くĤスペラント 
では正施にĴaŭde （乂はĴaŭdon）さして副 

詞にします。英語で□エフ、ヘうンbのやう 

に簡單・に副利も作ろ二ざが出來ませんから、 

仕方なしに名詞のまゝでThursdavざして而 

かも副詞の意味になってゐます。日本語で 

は左様です。本來はF木啜日に』の慈味で 

す。故に手紙のF1附なども詳しく書けばしa 
8ande Martoざしてかなち鉛尾を附し副詞 

的にします。〔以上山里生答〕 

◎エスペラント教科書第二页『匚（ノレ。）淸』 

同『R （ノレ）淸』さあろの“誤で是は濁步でわ 

ります。（本鄕H.S.生）

〔答〕仰の通り誤であります。同書最近版 

には卷末の正誤表中で訂正して置きましお。 

同書には隨分澤山な誤植がわりましたが最 

近版で7:いてい正誤表もっけましf:〇 

◎エスペラaト講義錄中rの發音を『舌端 

を屢勁させるさありますが之も誤リでせう。 

（同氏）

〔答:）是はイギリス語に支配せられた贯 

間者の御偏見か过思ひます。御承知の通り南 

イギリス譜て•は r （I Internacia * fonetika 
signo （・i）で示される音、卽ち舌の先も中凹に 

して口益ミの間で國!糜も生ぜしめろ音で他 

の土地の人には眞似る:さが極めて困難な 

音です。南イギリス音は一般に粗野な音で 

すが唯首府Londonoの所在地でわるために 

仕方なく標準イギリス音ミ稱せられてゐる 

ので、之をヱスベラントのrの音の正音过 

いたす事口出來ません。丈rむろ文字は所 

によって色"な發音（北ドイツ、南琲逸なĥ、 

ŭ本人のヲ行音も人に依て異り）むされてゐ 

ます。從ってエスペラント过してはrの音 

"實際ロー定せず・個人に依てすまずきに發 

音されます。口本人に對してはむしろ北イ 

ギリスのrulsonoの!・即ち舌な》蔭助さす音ゝ 

又は口本のベランメエ式舌端を齒莖にうち 

つける音さして說くのが、1音ざの區別を機 

械的になし得せしめ、効果がある様です。外 

國出來（就中英网の）エフ、人うソトの教科書 

には特にrは舌端がruliする樣に勸告して 

ます。

◎教科普第二頁に『□（め）aŭ, eu P行のチ 

音』ざあり、又參考ざわろ中は0=英how, 
S3 Hausさありますが、ツ行の子音さある 

のは聞違でせう。B行の子音は3）でわり、 

howのow （X （au）であります〇若しワ行の 

子音きhowのツミが同じ發音すべきでわっ 

7:なら何故に（w）ミ（u）ざの使ひ分けなす 

ろ必要がわりませうか。（同氏）

〔答〕イギリフ、語では子音のw芒、所谓
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母音）ミの使ひわけをして半劭音（極短附

ますが、エスベラントには此の類の孑音さ

半母音さが區別されす・從って使ひ分けみ必 

要はありませね。nはjミ共にE子音でおろ』 

させられてゐます。即ち仗3の”u“よりt 
しっこ舌端あ□葢に近づけI!つ唇を丸くす 

ぼめて珮探も生ずる音でわるのが『正式』で 

す。（jは反對に舌の後部がiよりし□葢に 

近づき糜擦を生ずる）。然しエスベラント匸 

ても人間が使ふのですひら人に丄ってはŭ 

4- （aŭ）のuの如くに發音する者しめみ。（待 

にaにつ■けば）。それは人間ミして仕方炉 

ない。丁度sinjoro （ = sin-joro）が流暢にし 

やべってゐる間にスイニョー□の如く發音 

されたり、 ekzistas を egzistas, singulti g 
siOulti の to < , senpere を sempere の如 く っ 

い我音するの1仕方ない『自然』（國語から 

來み無点識の結黑）でめる。然し正式に卩矢 

張り ek-zistas, sin-gulti, sen-j^era 过 k を無 

聲音に、dな舌內ン音に發音す『ベまである卫 

さ說か①工むらない。

字乍らエスベラントで“『一字一音』ざ云 

ふが實際は『一字多音・に發音せられ"ヱ 

スベラン［、に〇ミ云ふ文字があち。その發 

音は將Iてビうでわろう。國際發音文字の 

（〇）かヽ（のか、（□）か? vasta か malvasta 
（malfermita及ぴfermita过唱へる人しあり） 

か?此等の音を使ひ分けち英佛人むぜはヱ 

ス乂ラントの初®］時代に何れが正當であろ

うかなミミ頭もひねったIのでめつア:。そ 

れだけ彼等は大きな興床を以て1905埠に 

開かれた第一回萬国大會に於けらザメンホ 

フゝゲラボウスキー等第一流のエスベラン 

チストの演說を待つ了:。所がごうだ。此等の 

人〇は毋音をvaste kaj mallongeに發音・し 

f: 〇さては!ミばかり英鶴連びその必似も 

し出してmono, sonoも/mOnO, zsOnOなご 

さやつナ:。極端な奴“ mano, sano tC H 
まさかそうでもわるまいが。ザメンホフ始

め當誌第一流のエスペヲソチストがvmHe 
に發音したのは、エス乂ラントの骨音の正し 

い發音がそうだから过云ふのではない。單に 

彼淬がスヲウ•人であったさ云ふ事に歸する。 

Mallongeに母音を發音I仁の“當時の英佛 

エスベヲンチストより此等の人々が熟達し 

てゐたからであるのに過き•わ。スラヴ人に 

U日本人同樣（e）でu （e）でも、何でもー 

率一樣同じにしか間こ龙ない。エスベラン 

トの音は此の中のざれでなければならわき 

云口れては吾c日本人なビは困る。eは［J本 

語の『丸』であちさ云へる所にエスペヲント 

の眞の昧がある。强いて標準をご乞はれ 

IX （の『附近』でやったらい、でせうさ云ふ 

のが穩常でめろう。e, e, £の間にも無敷のe 
類似の音がわみべきで、又個人で“そう云ふ 

樣な音を出す人もあち。御承知の如く國際 

表音記號なるものは全くの非科舉的 不完全 

なものでわちこ过は世に旣に定評がわる（例 

へば上記auミ書いてati——但し茲にŭは 

半母音さして假用ーさ調まぜろが如岛 

“3の二重子音記號の如まは此の式の出隸目 

なる事を公示してゐろ）。エスペヲントは各 

圍語ヽ又“各園語中の各個人（同じ英國人で 

ĥ 〇の發音は個人に依て同じであり得ない。 

Palmer 氏のは angle でな く、”fonetike"!で 

しゃべちそうĴ；）の發音の差異を道具に創始 

されたしのではない。エフ、ペラント人（我や 

日本人し同樣）にきってeの發音には區別 

がない（又は區别する必要がない）。してみ 

れぱ 矢張りエスペラント人から見れば『- 

字一音』であろ澤です。

i ◎同書參考の所にffo. ĝi V, Ĵiじ』ミめり。 

是は誤ではないが東京の者には一寸區別が 

出來かりる。（同氏）

〔答〕同書は講習會用の文法教科書です
Iから說明はぬいてあります。然し・同書の『講 

義錄』P- 2左及びp. 4左欄に一寸說明わり、 

新刊の『摸範エス乂ラント獨習』（P-11-12） 
に説明してめります。〔以上小坂生答〕

〔本鄕H S樣へ〕非購に有益な御來書でめ 

りました。珍らい、：!S學にすっかり感心し 

てしまひました。私の意見だけむ上に述べ 

ました。なほ今後も耳共の色・疑Mざすみ所 

も敎へていた・きたいざ存じす。御芳名を 

學倉內小坂宛にて御漏し下さいますれば宰 

甚に存じます。
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エス作文の研究
(系統的單錨を基礎こせみ)

(3 ) 梶剛

流行病

これから迫。惡い病氣が流行して來ろだ 

らう。お互に氣を付けなければならない。

先づ流行病はepidemio,悽染病むらin- 

fekta malsano,惡疫4 pestoでめる〇流行 

すみはregi,狛蹶む極むはfuriozigi, esli 

furioza 等でめ;5〇

蓉¢するはekokazi,茲延するはdisvas

iti, 傅染は infekt(ad)〇, infekti “病'氣[薄] 

も傅染マ，懑染せしむきなる。傳染性□ im 

fekt(em)a でおろ〇 豫防すみ !1 antaOgaidi, 

antaŭzorgi, preni malhelpajn rimedojn kon

traŭ 〜,haltigi la disvastigon de ~、撲滅 

すろは eksterni, elmortigi (死滅さす)，el- 

pereigi, elsenigi.避病院は izoliga [antaŭ

zorga] hospitalo [malsanulejo],患者は paci

ento, kuracato, malsanulo で，屈症患者は

vera malsanulo> 醛Kl ~ |1 dubinda [sus*  

pektinda] ~でわろ。尙ほ近時流行の輕 

注射口antaŭgarda [kontraŭa] injekto で， 

消 ZIX desinfekti, seninfektigi であみ 〇

傳染•病の中で普通のものを擧げろミ:一

チブス tifo 

コレラ ĥolero

ベスト pesto

發疹チブスtifuso 

擬似づレラholerino

赤痢 disenterio

ゲフデリア difterito, -rio

マラリアmalario保紅热skarlatino 
は1力》
癬疹 morbilo 百 口 咳 kokluŝof 

天然痘、wriolo 疥癖skabio

流行性感冒 inflaenc[z]o> gripo 

肺炎pneŭmoino关癩病lepro 

肺結核 ftizo, tuberk(u)lozo**

腦脊體膜炎 cerlx)spina meningito

*I3I：肺炎甯は pneŭmokoko T, ^tuber

kulozo は唯に肺結核ざは限らない.何れの 

部位に於ける結核L總てtuberkulozo (結核 

病)であろ。故に嚴格にはpulmo加つけ“ 

ばならり。

十天然痘に駆連して疔[痕はvariolaj cikat- 

呵,瘡疱なおやりになりまIたか[種痘なや
A ・

つ 了:か](X Cu vi estas inokulita {vakcinila) 

kontraG variolo ? fi痘證明書 |I Atesto pri 

vakcinigo でお;5 〇

練習問題

! 每年夏李には傳染病が各地に流行す 

る。

每年夏季には ĉiujare en [dum] somero, 

ĉiun someron, iusomere.
A

【譯例] Ciujare dum somero infektaj mal

sanuloj aperas en diversaj lokoj.

2蠅はチブス、つレラ等の倍染花媒介 

する危瞼なものた。

«MB ■ ■■ H ■ ■■■ ■■

等 k.t.p. [kaj tiel plu の咯字]，k.a. [ = l;aj 

aliaj] k.c. [ = kaj ceteraj], k.s. [kaj similaj, 

kaj sekvantaj]等でわろ〇

蛭介すみperi. periは,わる爭をなす爲 

ちに用ふろ手役、方法、器真警を示す」削置 

詞per沧動詞ミU：しのでゝその手段力法 
りかだら

等は卽ち或み事をなすための媒でめろ。故に 

煤介すらの意が出て來み。〔類例〕Pere間 

接に、senpere直接に、pere de〜,~な介し 

て、~の手を經て、~の傅手でゝpero媒介， 

perilo 媒介物、peranto, -isto, -ulo 媒介&、 

仲介吾。

危險なもの terura〔dangera】 insekto.

La muso estas timinda insekto, kin peras
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la infektadon de tifo, ĥolero k.%

3當市に於てコレラ初我以來旣に七十 

人の死亡者がわった。

初發以來tle la ekokazo・

〔例〕その時以來de tiu tempo. 一別以 

來既に三年が經過した。Tri jaroj jani for

pasi» de kiam mi vin vidis lastfoje.

七十人の 死亡者があった〇 70 personoj 

mortis.或は七十人が就牲者になったミして 

70 personoj fariĝis lu viktimoj.
De la unuaokazo de ĥolero en la urbo 70 

el la pacientoj jam perdis sian vivon

4吾人は傅染病にか、らぬやう平常身 

體衣服を淸潔に保つのが肝要であみ。

二にか、あ esti atakadi] ta de 〜・infek
tiĝi de〜

のが肝夢であるestas necese [gravel,ke 

……「……のが〜である」の構文は大抵 

estas ~e, ke....の形で譯すご良い〇

Estas necese, kc ni tenu la korpon kaj la 
vestojn, ĉiam puraj por ke ni ne e^tu ataka
taj （Je infektaj malsanoj・

5流行病の豫防推ざして每年春秋に大 

掃除が施行されるC

流行病の豫防策ミしてpor malhelpi epi- 

demiojn, por antaŭzorgi pri epidemioj.

施行されるe3ti devigata.

Oni devas havi generalan purigadon de F 
domoj Miljare en printempo kaj autuno por 
antaŭforigi epidemion•

らスペイン風邪は今や全國に蔓延しH 
[數千の死亡者を出しつ、めり。

一

スペイン風邪hispana inlluenco. 風邪 

（I malvariuumo, 風レリ]く malvaruiuiui 

でめる。

酗千の死亡者 miloj da mortintoj・

出Iつ'ま）りesti raportata.（報ぜられて 

ゐる）〇

Hispana influenco nun disvastigas tra la 

tuta lando kaj miloj da viktimoj [fatalaj 

pacientojĵ aperas kiutage.

7イ”フ〃エンザに犯されたむら留茜 

に診て貰った所二三日胆藥せiミ云は 

れた。

醫者に診て貰ふ konsulti kuraciston, kon

siliĝi kun・

服藥すろpreni medikamenton.藥は他に 

kuracilo, sanigiloミもいふ〇因に散藥、水藥 

は逮俗に（1 pulvora medikamento, trinkaĵo 

（飲料）又はfluida medikamentoさいふ〇錠 

珮はpastelo,丸藥はpilolo V,解热劑は 

senfebrigilo,下劑は!aksilo,催眠藥li narko

tiko, narkotilo, dormigilo, narkotiko, narko

tilo に又麻醉劑刁意でわる。卽二者はその 

作用の本態を同にくすろが故でわい
Atakito de gripo mi turnis luin al H km*  

cisto, kiu konsilia al mi,：ke ini havu medi Ka
meni on dum kelkaj tagoj.

8腸チブスは髙辭を伴品厨氣で、恢復 

靭が非常に良い。

Tifojda febro [iutestfebro] estas uuu speco 

de la malsanoj, kiuj akompanas tre altan 

gradon de febro； kaj ĝia resaniga stado estas 

tre daŭrema.

| 9侮染病に稲みこ避病院へ送られあ。

Kiam oni estas atakita de infekta malsano, 

oni estas sendata al izoliga malsanulejo. 乂は 

Oni sendas epidemiulon al speciala hospitalo.
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INTERPAROLADO
Juri.

A. Kamarado,1 kia estas via 
inetio ? Ĉu vi ne estas dungito ?

B. Jes, forĝistOe Ni estas kvin 
laboristoj ĉe la mastro.

A. Mi estas bakisto, ĉe la prole*  
sima panista butiko. Ĉu vi lernas 
Esperanton ?

]<• Kompreneble jes. En la 
ĉeestantoj de la kurso esperanta sin 
trovas muelisto/ ĉarpentisto/ du 
masonistoj4 de 1'plej fama entrepre- 
nisto de konstruado, unu tajloro kaj 
kaj kelkaj presistoj.

A. ĉu vi estas ano de la Espe
ranta Asocio por Laboristoj ?

B. Ne mia kamarado^ sed mi 
intencas baldaŭ aliĝi al ĝi.

A. Kaj vi, fraŭlinoj, kian profe- 
sion vi havas ?

C・ Mi estas kudristino/ ili am
baŭ estas brodistinoj,6 kaj ŝi, maŝin- 
skribistino%; si ricevas ja nesufiĉan 
pagon.

A. La hodiaŭa ĵurnalo raportas, 
kc en Osaka la fabriklabristoj faris 
strikojn. La ministoj,8 la teksistoj,9 
la presistoj sukcesis plialtigi10 la 
salajron.

13. ĉu la kosto de vivo ne ankaŭ 
prialtiĝis ?

A< Certe jes; sed ili fondis 
kooperativajn konsunisocietoj n,11 
kitijn ili mem ekskluzive uzas kaj 
regas kaj kontraŭstaras la malfacilan 
tempon. •

A. Ĉu vi havas la bonecon 
klarigi al mi Ia rolon de koncerva- 
tiva partio ?12

B Nu, la konservativuloj volas 
konservi la antikvan/3 aŭ almenaŭ

日常會話
由里生

A むい兄弟ミ手前の商寶（metio手職）は何 

たい。傭はれてゐるのた■りえか。

Bウン鍛治屋だ。俺逹五人親方の家で働い 

てゐちんだ。

A 俺は近處のパン屋（pacista butiko）の 

パン燒き（bakisto）だ。エスベラントを習っ 

てゐみかい。

B勿論さ。エスペラント講習生の中にli紛 

屋ご大工”名离い建築諭頁諦

ist企業者、koustru^d ii!築）の石工が二人\ 

それから洋服屋が一人に印刷熾工が散人き 

・てゐる〇

A手前“劳働者エスペラント協會の會な 

のかい〇

Bいゝ6 でも近い內に入會 创igi） LT： 
いざ思ってむみさ〇

A （未婚の女に向ってめむた逹の職業は何 

ですか。

C 耳“裁縫怖5て、あの方二人“刺繍Ĝをや 

られます。それからあの方はみイビスト7で 

御給金は人へん少い（iw'sufi%a充分でない 

（P昭〇支拂）のです。

A今Hの新聞では大阪で匸燼勞働省がスト 

ライキを起したさうです。坑だ織物でそn 
から印刷職工が給金値上叩成功しましたC

B生活費も亦上腕したち・わないか。

Aシン確かに。でb消費組合】も起してそ 

れを门分等で（ekskluzive獨占竜に）利用し 

支漿してゐる。そして不杲氣に對抗してね 

るのだ〇 （maUfacilu tempo （生活）困難の峙 

節）
■ — ——

A 保守i鸞2の任務（心。役削）について說明 

してくれないか（havi la boneconは親切心 

も持つ）

Bいゝかい（nu）.保守MRlt物事に關して 

昔13の狀態少くミI.规狀を維排しやうさする
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la nunan staton de V aferoj; ĉar laŭ 
ilia opinio, tradicio14 estas la forto 
de la ŝtato.

A・ Prave・ Sed kion celas la
liberalaj politikuloj ?15

B・ ili volms pli malpli radikale16 
grandigi la liberecon kaj modernigi 
la ŝtaton.

A・ Dankon. Kaj la demokrata 
partio ?

Ĝi penas por la egaleco de 
ĉiuj civitanoj sen privilegioj.17

A. llonc・ Sed kion konsideras 
Ia socialistoj ?

B Ili diras, ke ĉiuj burĝoj 
ekspluatas18 la laboron de Ii prole
tarioj, kaj ka la kapitalo devas 
fariĝi komuna bieno de V socio.19

A. Hi estas pravaj・ Nu, do la 
socialismo estas internacia movado 
revolucia,30 ĉefe konsistanta cl mem・ 
broj de la laborista klaso, kiu deziras 
direkti1 &ujn fortojn de la ŝtato kaj 
efektivigi la socialistan idealon.

B Ĝuste tiel!
A・ Kaj la anarkiistoj ?
B. Ili asertas, ke la homoj estos 

nature bonaj, kiam oni cstos revol 
cie detruinta2 ĉiun aŭtoritaton, 
esence maljustan.3

A・ Ĉu vi bonvolos plue klarigi 
al mi pri tio ? Gi multe interesas 
min.

I3・ Mi volonte5 priparolos al vi 
pri ĉio ĉi tio, se vi vizitos min 
morgaŭ vespere・ Se mi pli detale 
parolos4 ĉi tie pri la anarkiismo, 
estos malutile al vi kaj al mi, ĉar 
oni suspektos nin kiel „danĝerajn 
homojn."

A. Koran danko n. Certe mi 
faros viziton al vi morgaŭ kun miaj 
kamaradoj ・

のだ。そのわけは（甸r）彼誓の慰见で"傅 

統山が國家の力なりさ考へてわちから。

Aなろ程。では自由黨艮や何んなH的な 

持ってゐろのか。

B 彼等は多少（pli malpli多かれ少なかれ） 

根本的16に自由を擴大して國家を現代化しゃ 

うざ欲してゐろ。

A有難う。それから民主巔は?

Bすべのて公民（civitano自治員）の簷 

權肯を去って平爭も賓現すろやうに努力し-C 
dよろ〇

Aなろ穆。で“社會主義舌は何み計畫し 

てゐるのか。

B社會主義者“苜ってゐみ、資木階級（プ 

★チョア）任すべて無産階級（プロレタリア） 

の劈働掠奪怡してゐちから資木な泌會の共有 

にしむければいけぬミ〇 （komuna bienoを有 

領地、共有物）

A 社會主義者の言・ふコミは尤もな二さだ。 

ち•わ社會主覆さいふの“主に勞働階級丄り 

社り立ってゐろ所の阈際的革命20遅勤で國家 

のあらゆる權力を支配しこ 就會主衣者の理 

想を實現（efektivigi）しゃうこ欲してわら 

譯だ"。

B確かにその通り。

A所で無政府主義者さ“。

B 日“ く。すべての權力・本來（esence本 

質的に）不正なが權力も苹命的に破農?した 

時には 人さいふもの“自然ミニ ; なってく 

ろさ。（aserti碇言すろ、主張する）

A しす二しその事に就て説明して欲しい 

れ〇大歿而白い。（interesi興昧を起す、（\ 

動詞）

B殘らずでのこさ（飯〇在tio）に就いて 

悦んで5開かせやう。明晚傥な訪問すれば。 

若し此處で更に無政俯主義を詳言°するミヽ 

君にさってt僕にミってt爲めにならぬだ 

らう（maFutile不利）。例の危險人物罠（sua- 
pckti怪しむ）されるから。

A誠に有进う。明口は1屹度仲間の者さー儲 

で訪問Lますよ。 .
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みものにも二ぽある。一は劇築晋（fro tso□。） 

他"滑音又は流音（bisono）さよぷ。前者は 

口陀內に或穫の狹!Tまりがで3てそこも氣 

息がかす"てでみ時摩擦の縛を伴って 生ず 

る音ぐCsĵ〔刀 等はその例である。。滑音ミ 

いふのは摩療音の一種であるがよぼビニれ 

らミ趣を異にしてゐるから別にした。

尙分類表の一區釧中の右のものは有聲音 

で左のもの“それに對する無聲音でわあ。表 

の第二段Hの列には閉塞或は狹隘の生ずる 

場所を數字で示Lたもので二の數字は口腔 

縱斷面圖の數字ご全く同じである。卽ち第一 

列は1.1ミあるから上唇⑴ミ下唇⑴この 

間に朗塞又厲狹隘を生ずる音でであり第四 

列の音は皆齒龈（dentkarno） 舌端⑴）の 

問の閉塞又は狹隘によって生ずる晋て•あろ 

二さな示してゐろ。併し二の數字は必ずし 

も全く縉密なものでなく大股ビの邊ださ云 

ふニミを示してゐちに過ぎぬ二の表に/つ 

てみる時はg, ŝ, 〇, I,等の差異やg, ĵ. k, ĥ 
の差異が一目瞭然さしてわかお。次に子音 

各個について論じる。

II. Pri Konsonantoj.
本號では個0の子音の發音上注意すべき 

點について老察する。尙そのため英獨佛語 

（主さして Victor, Ripman氏尊の説にXろ）

やu本語（主こして佐久間鼎氏の說によみ）の 

子音をも比較對照して論すちニ过、した。扱 

b, c, a等を以てこれらがあらはす標準音の 

記!8芒して用ひそれ以外の音む表はすには 

一切离風弦音!®協會 Internacia Fonetika 
Asocio （以下I.F.A.で表す）の記皴か使用す 

ちニミ芒した。但し二三エスベラント文字 

ミ同一の故混雜を起すもの“その太字む以 

て代用した。尙發音を表はす時は括弧□I： 
入れて示しT:〇

1・8〕〇］——上下兩唇を密着せIろ其間 

を突破して破裂的に呼氣花出すご生ずろ破 

裂音でわって［P1は聲帶の振勤も伴はない 

無聲音であり［町4聲帶の振動を伴ふ有聲音 

であみ。英獨佛等のP, b芒全く同じでわり

日本語の行パ行の子音し亦二れでわる。

（英獨!STI!强く發音される場合に［PĴの後 

に輕い,［町を伴ふこさがわる。）

2. ［m］——［p］ ［b］ミ同じく兩毡音でわる 

が［m!音は前二音ご異り氣息が一瞬間も停 

止される:.さがない卽ち兩唇が密着すろさ 

3懸壅垂が垂れ下って氣息»更腔へ辿工出 

るのであって鼻音の一種でめち。だから热 

音は鼻孔を塞いて發音するさらがった音に 

なる。艮をふさいで［m］を發してみらミ［b］ 
さなるもので日本語でも兩右・がよく轉化し 

おふこミがある。［サ△イ｝を［サ乙マ］さか 

［カマタ］4> ［カパタ］ミかするのは二の例で 

かる。［m］は口木語の二行の孑音ミ同一・で英 

獨佛にもおる。そして普通［m］は有聲音で 

わみが英佛獨語では時たま無聲（叩 で示す） 

さなるこミがわち。エスベラントで□すべて 

有聲音过すろ方が明除で£いざ思ふ。

3・［Ŭ］——唇をや、仙あて突だし舌背む 

高くあげてこ、にできろ尿舌二つの狹隘點 

を氣息がかすれ出て生ずみ激擦音であるcこ 

れ4有聲音である。lf.aで［、可であらはす 

音で二れに對應すろ無聲音は［町で示され 

る。n本語の二行の子音は此出】の輕いくの 

で特に尿の固味がない。英語でwhen which 
等whの表はす音は無聲音四］でわお。佛 

語のruineは發音符號でわらはすこ［叫诃 

さなちが二の中の［4!は［E□前母音呵に對 

すみ子音で子音［ŭ］の四口後母音［«］に對す 

る關係は山］の［yjに對する關係1相似であ 

ろ。獨誰の、vの皆4普通［可音であるが南 

方親逸では一般に兩仔音阿でめみ。コれに 

對すろ無聲音は［F］で表はされる。さて二 

のMざ［Ŭ］ミ“ごうちがふかさいふに前者 

は兩辱を呱ちちニミなく又後舌而を高ある 

ニさもなくたp兩唇問で出す糜擦音にすぎ 

ないものでいはば［p］ ［b］ ［m］等の音に對す 

お正常な兩辱摩擦音で［«1音は實ないへば第 

一列过第七列ミにまナ:がる音である。口本 

語のフの子音はローマ字ではfで表はすが 

［f］音ではなくてこの［FJに近い音であち。

4・［f］ ［v］—上の前閤で下廉な輕く押へ 

て出す摩擦音で［f］は無骨音［可は冇聲音で 

わる。二れ4FJ本語には全然ない音でわあ 

が歐洲語によくある音で又左程發音しにく
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い音でしない。Zの子音さは全然異ら。

5.〔c〕——舌端な齒龈の邊におしわて、 

閉銀なっくりそ二を氣流で突破した時生ず 

み破裂音で聲帶の振動を伴はないから勿論 

無聲音であち。佛語には稀れな音だが霍獨 

語零に二くわみ青で日本語のどの子音炉や 

はり二れである。Ĵ.F.Aでは・@〕はCtsĵで 

表“し〔t〕ビCsĵミの合成音ださ稱してゐ 

ろがニれはやはり單音さみて©で示すの 

が最も妥當ご思はれろ。尙1.F.A Tは次に 

のべる〔りt （gĵも合成音さみてゐるが 

二れし ©同樣單音さみるべきたざ思ふ。 

それには理由は種。あろが第--如，«erik 
等の中のtstĵの表す音をみるさ明らかに 

〔s〕さ（tĵさが識別せられちがcaro, celo中 

の©には決して〔わや〔叮が總わられな 

いこ过でわる。第二には特にエスペラント 

ではすべての音任默音ざするこさなく 一々 

明確に發音すべ・でわろからCt + sĵ “決し 

て（cĵさ同一ではない峯って〔〇も衷はす 

にCtsĵで表はすが如母は不都合でから。第 

三に考案者ず四士は©〔り〔〇等花すべ 

て單音ざして取扱ってもられた丄うでわろ 

から二の點からいっても當然単音さすべ・ 

であろう。それ“ザ博士がLingvaj Res
pondoj の中に書かれ扌:次の如き文が証明し 

てゐる〇 ..... sed en skribado mi konsilas
al vi ĉiam uzi pli bone c anstataŭ ch, ^ar la 
uzado de unu litero por unu sono estas multe 
pli logika ol la uzado de du literoj." ”.......
La fina leĝo por nia ortografio estos 9ipor unu 
aono unu litero/1 kaj....... La skribado de unu
sono per du literoj estas tute ne logika kaj 
neniam povus esti aprobata/4
©の濁音は!FAで“やはりCdzĵで示 

してゐるが二れも單音でめあべきで;•、で 

□便宜上〔9で表はすこささすろ。この音 
M 口本語の上の子音でおる（地方によってヅ 

もズも一樣に〔z〕音で云ふ所Lある）。エフ、 

ペラ"卜て•はtcĵ li Ctsĵミちがふ如く © 
もCdzĵと同じに發音すべ3でないミ思必。 

（praktikeには許容すろ^してもteorieには 

!1Cdĵ+«であろべきで©の濁音 

Ccĵミは同一T林い。）例へばedzo, haladzo 
II Ced-zoĵ Cha-lad-zoĵ过铁音するのが正當 

で〔eco） thalacoĵ なろ發音li teorie |1|1 
誤ミぶるべきで站ろう。

6. 〔t〕Cdĵ—舌端も齒龈にわて、閉鎖 

もっくりそこも氣息で突破して出した破裂 

音で の は無聲音〔（1〕は有聲音でわる。（J 
本語や佛語の〔门は舌ミロ蓋过の閉鎖部分 

が英獨語のそれより廣くて前方にあるが二 

れはなるだげ舌端だけの音さする方が明瞭 

であるし殊に日本人に芝って“必要であろ 

う。それは舌のあたろ而が廣いミ€うt CtiJ 
の發音が〔闵 の音に轉化しやすいから。

7. 5〕ーー〔t］ Cdĵミ同じ埸•處で閉鎖を

っくり懸壅垂が垂れ下って呼氣流が扇腔へ 

透げて生すあもので有聲氏音でめみ。この 

CnĵのCtĵ Cdĵに對すみ關係はCmĵの〔p〕 

〔b］に對する關係さ全く相似て•あみ。□本語 

のナ行の子音は之でめち。英獨佛語では咔 

7:ま無聲音Wさなろ。日本語のMについ 

て“後に述べろ。 …’；:」

& 〔町〇〕——舌端のめたりを上齒酿や前 

硬口蓋の方へ上げて按近せしめて狹隘點花 

っくり其間から氣息なきIませて出す時出 

來ろ摩擦音でCbĴ は無喙音で〔りは右聲音 

であち。日本需のサ行ザ行の子音は此〔わ及

Czĵでわおがシミシの子音"らがふ。

9・〔1］一舌端花上窗龈の中央部にひた 

さつけて舌の左右の緣は遊離してゐろよう 

にするそしてその兩緣ミ臼齒列ざの間（時に 

は舌の片側の綠ミ臼齒列の間）から呼氣も送

りだす時その冏隙をすってでる摩療の音で 

わち。丁度奧閤の痛し、時冷い外氣な□の側 

面へ吸ひこむ時のような風にして反對に呼 

氣を出すさよい。普通有聲音でおち英獨佛

語では時たま無聲音にむちが無聲の場合よ 

りし有聲の場合の方が狹隘も不明瞭で從っ

て糜擦も少く脣音の丄うにL lis・母音に近 

い音さむろ。そんな窓昧で別に滑音（流音）ミ 

してC0ミ共に他の斥掠音から區別した【］

本語に“ないが支那語にわみ。大して難か 

しい音ではなく練習次第でわる。

10.〔めCŜD一前舌而を削硬门蓋邊に强 

くむしわて'ー旦氣息も遮斷し次の瞬間に 

そ二な突破して氣息を出す時生すろ破製音 

でわち。聲帶の振動の有無に匸り無锥音〔り
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〇ni diras, lce la reĝo mortis 
kviete, ĉar li estis kontenta, koni 
tiun historion, eĉ tiel malfrue・

〔造語〕maPgjija, gaja陽氣な，浮3浮3
LT：, malgaja滅入った,陰爵エ;naskiĝi, 

naski 產 t', naskiĝi 產れる;suferadi 苦しみ 

續けち・

〔譯〕其教授は大變滅入ったが言った: 

いゝ尢陛下,陛下は人類の歷史をむ知りに成 

りませう,私は三つの言棄で其を申しますか 

ら:

『人。は產れ,苦しみ,死しだ』

王楽はそ厂樣に4そくはあったが其歷史 

を知ったので靜かに死んださいふこさで苛。

〔註〕ĝin （ = historion） diros per.......三つ

の言葉虽使って歷史を言■ひまぜう;ili （ = ho
moj. naskiĝis,人々は產れナ:;oni diras, ke 
……ミいふ:过!X肚人は莒ふ,噂に:るミ… 

•••ミの二こだ，....さいふ二さだ;kviete靜
かに，さはがずに;koni tiun historion歷史 

を知って（ = pro lio ke li konis..... historion.） 

to6 ja nur bezonas7 kantigi la 
marŝalojn,u trankvile8 respondis la 
kantistino ・

〔造語〕ekkrii叫ぴ出す;konsterni （人 

な）びっくり仰天さす，konsterniteびっくり, 

5せられて，びっくり仰天して;kantigi歌 

はす歌はしめろ;tia'okaz'eその康な昜合に 

II,そんならIエ.

〔譯〕弔ですけど何过も思ひ（何なむ前は 

考へろか】）?』ざ女皇樣は全くびっくり仰 

天して叫ばれた.『私の元帥たちのŜ一人にだ 

っても（さへし2）私はそんなに6澤山拂って 

はしませんq
［?そう云ふ:!ごなら女皇陛下6には元帥次 

い歌はし遊|てせばもう。よろしいわけで 

ございます门（ほんに唯Lう歌はせらここも 

要ずろ7 =歌はせらのみで讥別 ざ蝉樂家は 

平然して8答へまし了:。

［註］marsalo元帥,generalo將軍,陸軍 

將官，陸軍大捋.leuienant-generalo陸軍中 

将，major-generalo陸軍少將

POSTULEMO
『わまりの要求』

La imperiestrino Katarino ¢1•ziris1 
dungi2 la faman3 kantistinon G ibri- 
elli por4 du monato] ĉe sia kortego. 
La kantistino postulis5 kvimnil du
katojn,

〔造語〕impoパ〇带鵜imperiestri皇帝, 

imperiestrino 女皇，后皇;kant,ist,in,〇 女绛 

樂家,歌ひ手（女）；korto庭;KortJeg 〇宮庭

〔薛〕カザリン女皇祿が右名な彳管樂尺ヵ・ 

ブゝ）工小二ケ月だけ4自分の宮廷・やたう2 
ハも希望せられました」此女流聲樂家は. 

五千ドウカートを妥求しまIた上

【註】dukato 洲南部諸州の金貨。

>,Ssd kion vi pensan1?'1 ekkriis 
b imperiestrino tute konsternite. 
>,Eĉ9 ne al unu cl miaj marŝaloj3 mi 
pagas1 tiel5 multe.0

^Tiuokaze via imperiestrina moŝ・

KOKINOJ NAJBARAJ
『隣の牝雞』

一Viaj kokinoj ĉiam1 eniras en 
nian korton.

—Versaj ne, ĉar kvar el ili jam 
mankis !

〔逍措〕kok^i?〇牝雞;c】】'iriはいる; 

vere |xんミに，ŝajni..............らしく見ゆろ，

思は・ろヽ,verbajQJe （ほんさらし < 見ゆろ） 

ほんこうらしい,おほかたそうだらう.

〔澤〕『4宅の牝雞がいっしいつい手前 

共の庭へはいって參らのですよ』.『そうら 

しいて・すな，しうその中四羽し見之なくなり 

ましたからな』

〔註】 eniras en nian korton は en なしに 

eniras nian kortonさしてL I Z>しい.すべ 

て『前置詞』+『自動詞』前他動詞』さして扱 

ひ得お:ni trairis la kampon —Ni trairis tra 
la kampo 野を過つ:：（勿論 trairis tra la 
kampoさしても!V'）; manki欠乏してめる， 

なく刁:ってゐち,不足してゐる.
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MALBONAJ DENTOJ
『惡いm

Kelkaj1 personoj sidis kune kaj 
parolis pri diversaj1 aferoj・ !nter^ 
alie unu diris, ke la dentoj ĉe 
homoj malboniĝas de generacio al 
generacio, kaj se tio ne pliboniĝos, 
baldaŭ3 neniu homo havos plu den
tojn. .ペ

〔造語〕kim'e 一所に,俱に;mal,bon,ig,i 
惡くなる;pli1 bonagiだんだんX くなる;in・ 
teドali'e他の話しししたがそのうちに（他の 

間に）

〔譯〕人が數名1集まって（俱に坐って）そ 

して色〇な2事に就て話してゐました・その 

中に一人の者が云ひまし!-:人の齒は一代 

一代さわるく上ってゆく，そIて若し何さか 

匸くならなけれや，今に（やがて3）人"誰し 

齒なしになってし裘ふだみう.

〔註〕homo働物に對1て）人間;persono 
（人問中のあの）人（二の仁なご），（そう云ふ） 

人物;paroli話す,物加菖ふ;diri （何。だi ） 
云ふ,曹ふ5rakonti （一場の物語か）話して聞 

かす;parolo辭,話，演說;diro （誰の）莒; 

rakonto 物語;de generacio al generocio 一 

時代から一時代へさ（時代な經て）；neniu plu 
.......«iuplu ne........ |it ももう.......し なくな 

ろ〇.................... ••つ:':ナ

Alia protestis1 kontraŭ2 li, dirante 
ke la dentoj pliboniĝas. „Ekzen> 
ple,心 tiu ĉi diris : ,,ĉe mi ĉiuj 
dentoj estas fortikaj,4 dum5 ĉe mia 
patro, kiu estas sesdekjara, havas 
multajn dentojn malfortikajn, kaj ,ĉe 
mia avo okdeksep-jara afero0 estas 
multe7 pli malbona, ĉar li havas 
neniun denton/1

〔造语］dir'ant'e 云ひ乍ら;sesMek^ara 
六十年の *

〔譯〕他の者が齒はだんだんミよくむろ 

ものださ云って彼に反對して抗議も申込み 

ました.］『例へぱ』さ此の人は云った:『幻 

れの¢8は皆しっかりしてゐろ,處が5六十脈 

になろおれの爺父には弱い齒が澤山わる,又 

八十七にがる祖父に至ってはなほひごい（事 

いひごく7しっこ惡い）,なぜって幽が一本 

もないんだからな』さ.

〔註〕ce mi ĉiuj dentoj —ĉiuj miaj dentoj 
（私の處では=私の持ってゐる齒はすべて）； 

〜、dum……（一方は）~で/",然るに（其の 

間に一方は••…）

„Vi forte1 e raras2, （ kriis la nuua ・ 
,,Mi ankaŭ3 havas fakton4: miaj 
dentoj estas ĉiuj sanaj / dum la 
dentoj de mia filineto sepjara estas 
ĉiuj kavaj, kaj ĉe mia nove-naskita 
infanteto la afere estas multe mal
bona :kiam ĝi naskiĝis, ni malfer
mis6 ĝian buŝon7 kaj trovis......."

„Neniun denton ?u intermetis la 
la dua ironie.8

,,Diablo !<<9 kriis la unua tute 
ofend让e・ ，,ln kompatinda etulino 
havis jam falsan10 dentaron !"

〔造語〕fiFin,et,〇 小娘;kavo 洞，kava 洞 

のĴnoy'e・nask'ita新しく生まれた;infan,- 
ef〇赤ん坊;na^ki （子供を）生む，naskigi生 

まれら;intermeti物の問に置く,人の話の 

間に□もはさむ;ofend'it'c侮辱せられて 

憤慨して;kompat,ind,aかわいそうな;°ハ 

uVin,〇赤ん坊（女の子）,幼女;dentro齒（の 

全體）,齒並み・ ・

〔譯〕『む前は龙らくI間違ってゐろFざ 
第一の男が叫んだ.れだって證據（事實）' 

がわろんだ.むれの臨は皆な滿足な傩康な尸 

のだ,處があれの七ツになみ娘ツ孑の閤は皆 

か洞（うつろ）だ,又此度生まれた赤坊に至っ 

て“更にひミ・い:その子が生まれた時口花了 

開けで見たらーー.a
『肉なしだっただろう』さ乙は皮肉そうに11 

ロをはさんだ。

『べら樺め（惡鬣）』9ミ甲は憤然さして叫ん 

だ:かわいそう!-赤ん坊力もう入れ色（に 

せの1噴）をしていやがっね5

& ::



115 LA REVUO ORIENTA [27 1

! ! GRAVEGA ! !
Postkongreso de XI

第十一回日本エスベヲント大會 

大會二次會 
（京都市に於て）

Estimataj Sinjoroj !
Je la okazo de la dekunua 

kongreso en Okaja ma, ni Kiotaj 
esperantistoj deziregas akazigi post
kongreson en Kioto por tiuj, kiuj 
严venas orienten・ Programo estas 
jena ; Postkongrero, la ĵan de Sept. 
Vespere de la 6a ĉe la Kunsidejo 
de Kioto Imperia Universitato （帝大 
學生集會所）:Kunsido・

Tiuj, kiuj venos tuin tagon—kiam 
ajn—al Kanija Librejo, estos bon- 
venatoj kaj laŭvole gvidatoj tra la 
urbo>

Sincere Via Kioto Filio de
Japan Esperanto*!nstituto  

Jasicda.

拜啓一 、二3 t亠
岡山に於ける第十一回大會に 

際しまして,吾わ京潮エスペラン 

チスト達は東へ歸國せられる方達 
のために京都に於て夬會二次會を 
開催したいざ思ひます。

プログラーモは次の通り: 
大會二次會,九刀三日。
午後六峙京都帝國大學學生集會 

所に於て。會合。 ・
なほ當日中ーーいつにても一 

塑屋書店へ御出で下されば喜んで 
市內の御案內をいたします。

日本エスペラント學會

京都支部

安田勇吉

:KORESPONDA FAKO

（1linioj 10 sen: L =lei ero, IP —ilustriaj 
poŝtkartoj, PM = poŝtmarkoj, bdf= bild- 
flanke, G = gazetoj, SM=sigelmarkaj）. 
【注姦〕禅丼の同志この文通は學習の良 

法です。會員は年二回三行迄無料。

◎Japanujo—S-ro Masa Mizutani? Jŭatono 
Kotonfadena Magazeno, Semba P.O. Ku・ 
nai. Osaka ; dez. intŝ. L, IP, G・ Mi estas 
kelektanto k町 membro de C.LC.H.C.E.

©Bulgarujo一S-ro Kiril P. Georgiev, str< 
„6 septembro" No lf Sofia ; kun orienta
noj pri socia vivo, literaturo, kaj laŭvolaj 
temoj per L, IP, G, foto.

©Germanujo—S-ro Erich Liier, Del. de Ue 
E.A., Henkeatr., 36, Hehnstedt; per L> 
IP kun japanaj kaj hinoj.

©CeĥoHlovakujo— S-rino Berta Patoĉkova 
kaj S-ro Joza ŝtatoficisto, en Trenĉi-
anskĉ Teplice.

©Japanujo~S-ro I. Kuroja, Nagoja Teknika 
Kolegio. Nagoja; kun germanoj, italoj; 
L, IP, bdf.

◎Japanujo—S・ro Siro Ito, lernanto, Nagoja 
Teknika Kolegio, deziras interŝanĝi L, IP 

©Japanujo—S-ro Buntaroo Enomoto, Se 
S-ro Tojabe, Simoŝibuja 1456, Tokio-fuka, 
kun ekster —k. enlandanoj, L, IP.

©Japanujo—S-ro Sige Oida, Kuzuha-mur^ 
Kita-kaŬaĉi-gun, Oaaka-fu; kun etlrepanoj ; 
IP, L.

©Japanujo—S-ro T. Kamegai Idumi-mati? 
Toki-gun, Gifu-ken; kun Eŭropanoj kaj 
Brazilianoj ； IP, T儿

©Italujo一S*ro  Filippi Ermanno, Direz. 
Gen-ie, Ferrovie Stats, Servizio. Approv- 
vig-ti. Roma; instruisto de Esp. kurso por 
siaj lernintoj sendas salutojn al japanaj 
esp-istoj.
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日本語 エスペラン ト小辭典 再 版

三高エスベラント會編纂 クロ ース製本1.00特製總皮!.50
硏究,會話,文通其他に於ける好指针たみ 無くてはなら/□此の 

一本ト座右に備へられよ口!

エスペラント講習讀本 第八版
ハ木日出雄氏著 、:

定價・35 送料.02

過去數年間各地の誌習會に使用せられ旣に定評わり今や吹訂第八 

版を出して而匸事新にす,短靭講習會に好適の敎材なり 

盲人エスペラント講習讀本 第四版 

定價.65 送料.12

ハ木氏繽むな盲人エスペランチスト鳥井氏が點澤せみbの本邦唯 

ーの盲人用教科書さして各地肓啞學咬にて採川せらろ（講師用註 

解（I講饰に進呈す）

力 ヤ京祁市寺町夷川 店
振替大阪 二三四〇四番 電話上 二五五五番

四方堂最新着洋書
PETR KROPOTKIN： SALAJRO ......................................................................
Goldschmidt: Bildotabuloj por la Instruado de Esperanto ............................
E. Pri vat: Karlo........ ...................................................................................................
H> C. Andersen: Bildolibro, sen bildoj ............... ..................... .. ......... ..........
Paul "ennemann : Internacia Kantaro- Muzika eldono .......... . ....................

ヽV\ Mann : Esperanto self-Taught............................................................... ......
P. VVilliam: Legolibro .................................................... .................... ......... ...... .
H. Heine: Elektitaj Poemoj ....................... . ..........................................................
Geothe: Hermano kaj Doroteo ................................... ..........................................
K JEI ノ NI PLIBELIGOS LA VrIVON. Original verkita de n8AG ULOJ. 
W. Lippmann : Dr. Zamenhofs Sprachliche Gutaten .......................................
LA EVANGELIO SANKTA MATEO, Lau Dro Martin Luther....................
L・ し. Zamenhof: Fundamento de Esperanto.........................................................
W. Shakespeare: Hamleto ...................... ....... 一........ .

W. Velten : DR. ZAMENHOFA TABELLE.....................................................
Fuleber and Long: Engiish-Esperanto Dict..........................................................
^ EDINBURGHn Esperanto Dict., Esp-E哄・Eng-Esp. ....................................
KARL SfEIER : ESPERANTO II A N DAV O Rl' E R BUC H...........................

四方堂エスペヲント研究所
東京 市本郷區柬竹町二十 一

振替 東京九五五六

阪責所 本鄕五丁目教明社,本鄕肴町南天堂
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★大正十二年四月★

日本エスベラント社發行書籍目錄
一 - 定價

鸚5!エスペラント全程（厚クース綴）......"〇
旣往ハ年間我風エス語教科帯の權威さしててエこべラ汇ト金

程』の價値は既に定評わリ、然れこも著者は二に滿迪せず:推 

敲多年又自ら本書む用ひて敎授したろ經驗に鑑み、吹むべ3む 
吹如 增補すべきを增補!ハ 茲に全く面目知一新して新に編 
纂ぜしものな讥 琢に曉意荊『エスベラント衆津概要まの一草 

は我國に於て全く新しま述作に係るなり。 cビ

同上練習課題解答集（說明附）.................25
『練習例固解??集』は獨習者&ぴ教師用さして缺く可らきま

もの・從來是e無きな遺憾ごせしが、今冋待に別冊iして發仃 

エス語大文法第一輯、前置詞.......
同上第二輯.副詞..................
エスペラントの手弓|（小形本）.......
エスペラント敎科書（短期講習用書） 
同上講義錄.........................
エスペラント摸範練習讀本（解說附） 
イソップ物語（詳註附）............
レッシング物語（脚註射）...........
エスベラント助辭一覽（小形本）•… 

東洋白珠集（PERLOJ EL LA ORIENTO）（和漢摸範文譯）•般 
論語（LA VORTOJ DE KONFUCIO）（エスペラント譯）..... 40
大成日エス辭典（印刷中）
大成エスベラント和譯辭典（薄クロース綴）...... 2.00
羅エスペラント和譯解剖學名辭典（薄クロース綴）・・丄5〇 

•60

秽U…

送料

.06

.02

1.00
.70
.05
.25
.25
.50
.45
.25
.05

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 
.02 
.02 
.02

エス日及日エス海員語辭典（薄クロース綴丿 
大戎エス日對照會話編（印刷中） 
實用會話及手紙（印刷中）
SALOME （千布氏譯）（口繪寫眞版入）・・・・・・・ 
高等エスペラント敎材（講習用）.........
同上講義（上卷）...........................
作詩法講義............ ............... :••…
エスペラントの本質ごエスペラント文學（日本文譯）LOO 
エスペラントの菜（宣傳用）百枚，....
點字エスベラント敎科書（盲人用）……

【切手代用拂込バー割增〕

.45 

.15 

.05 

.15

.30

.50

.06

.04
.02

.02

.02

.02

.02

.04

.02

.06

行 所一 

ペランr社
電話神田4785.——振貯東京

——發 

日本エス

東京市神田區表猿樂町2
◄ 洋書部:エスペラント洋書澤山あり（目錄要二錢郵券）►

51613.



LA ノREヽPO ORIENTA [31]

（第4貝よりつ・ く）地方會:一

◎中舞建Esp・會 Nakamaizuzu Societo. 
（京都府加佐郡中鶴町北通二丁目离橋淸）

◎神戶高商 Esp・協;會 Esp. Grupo en Kobe 
Komerca Kolegio （同校內橋本雅1¢）

◎ JE四牡院 丛p.會 Esp・ Grupo en Kŭansak 
Instituto, Kobe （同學院高爭商業部須。木 

景光） ヽ

◎伊山 Esp.會 Izan Esp. Grupo； Mieken. 
三重録阿山郡三田村岡田虎雄）

◎京城 Esp.硏究會 KeiĵĜ Esp. Societo,
Koreujo.（京姚平洞ニ五.大山時雄）"

◎肯 Esp.會 Ĉi u tao Esp. Societo, Hinujo.
I靑島大和町民宣三四仲廉善忠）

◎松阪閻業學权Esp.會 Esp. grupo en 
Mucazaka Komerca Lernejo, Mieken （三 
重縣松阪町同校內加茂芳雄）

◎和欷山Esp.支部會 Cakajaina Esp.
Grupo, Funado （和瞅山縣那賀郡小倉村舟 
戶馨萌須川庄九郞）

◎岸和田 Esp.會 Kisiŭada Esp. Grupo, 
Osaka. （ノヾ阪岸和田市堺町:应 鐸木一 

另）

©礪波中學 Esp.會 Esp. grupo en Tonami 
Liceo, Tojamaken.（富山梓出阳醸波中學 
岩出宗ー曳山

◎岡山人高 Esp.會 Esp. prupo en VI 
5acia Kolegis OKajaina< （岡山市國富反 

田为亦甸初丿 •

◎松本高爭孚伙Esp.會 Esp. grupo en Ma- 
cuiuoio Nacia Kolegio, Naganoken^ （松が 

市埋横!038島田屋方/田眞雄）

◎名古屋Esp.學生聯盟 Nagoja Studenta 
Ligo Esp.-ista （名古屋•局私書岡第四六皴）

◎大阪 Esp •會 Osaka Esp. Ateneo （府下玉 

出町辰巳573相坂佶）

◎神戶 Esp.社交會 Kobe Parolrondo 
Esp-a （神戸市山手次丁目基督教肯年會）

◎神戶 Y.M.C.A. Esp. <, Kobe Y.M.C.A*  
Esp.-Grupo （,同所） ヽ

◎福江 Esp.會,Fulcue Esperanto Grupo, 
AiĈi-ken （愛知娜福江町石井二葉氏） 

•◎佐世保 Esp・會，Ĉanebo Esp. Societo （佐世 

保市相生町49加納兽院內）

地方會の世話人に於て會侵を取りまさち 

て御送附わろ塢合に“，其の一割も其會の資 

用ミして差引かれてよろしい。

PRESEJO “DAIDOSA"
UNUAKLASAJ PRESISTOJ EN

Esperanto, angla, franca> 
germana, rusa, tiala, hispana 

kaj cetera)hua voj 
de la tuta mondo

Speciala arto en muziknotoj

一｛LIBROBINDO｝一 

大道社

柬京市魏町區隼町七番地 

電語九段三八〇七番 

振替東京五一五七二番

◎歩島エスベラント研究會Hiro§inm Ateneo 
Esperanta （魔岛市國泰寺海阴會內棵な二泉） 

◎東京高師 Esp・會 E-a Grupo de Tokio 
Supra Normala Kolegio.（同校內越我盛隆） 

◎甫谶 Esp,會，E-a Grupo de Sudmanĉura 
Fervojo.）龍山斂道學校內岩淵幸三郞）• 

◎岐阜 Esp.會,Gifu Esperanta Grupo.（岐 

卑局私書函十一®Eノ a

◎靜岡綠星俱樂部・ Sizuoka verdstela klubo 
,靜岡市吳眼町四の十一梶剛）

◎鮮銀エスペラント會 Esp. G, en Korea 
• Banko.（朝鮮京城朗鮮銀行內宮本淸治）

◎仁川 エフ、へ ラント會 Esp G. «n Jinsen. 
（朗鮮仁川宮町二十七高野山內岡本宣空）

◎朝倉中學エスベラシト會 Esp. G・en Asa
kura Liceo.〔福岡霖期倉郡甘木町屁校內）

◎尾道エスベラント俱樂部 0110miN Esp. 
Klubo.（尾道郵便局私務圈第十四號）
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